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What is Japan Desk Service
Grant Thornton Singapore is a member firm of

Under the motto, "Timely provision of fine-tuned

the Grant Thornton Group. Japan Desk Service

services" which can be realized only by being an

specializes in providing professional services to

accounting firm of a mid-size firm, Japan Desk

Japanese companies.

provides a wide range of services, from
accounting to taxation and advisory, to Japanese
clients doing business in Singapore.

One-stop Service
For complex services, such as transfer pricing

Services as
Japanese
style
Appropriate
level of fee

One-stop

advisory services and M & A support, which

Services

are difficult for small accounting firms, onestop service is possible because our specialists
are assigned to each field.
Services as Japanese style
The business members are well-versed in
Japanese practices and are capable of
handling business practices and transactions
specific to Japanese companies.
In addition, compared to large-scale
accounting farms, they have increased the
level of business involvement of Japanese
people with extensive experience and
knowledge, enabling them to respond flexibly
to client requests and provide services in a
timely manner.
Appropriate level of fee
As a global firm, we provide high quality
services, while carefully consulting our clients
to ensure a clear and appropriate level of
service fee.
In addition, we maintain a slim organization
compared to large accounting firms, so we try
to provide services at reasonable fee levels
compared to other companies.

Development in Asian Countries
We, Grant Thornton Japan Desk Service, have 23
offices in 17 countries in Asia, and provide services for
Japanese companies by deploying Japanese
E x p e r t s a nd J a p a ne s e h u ma n re s o u rc e s
It is possible to provide not only JapanSingapore bilateral projects but also crossborder projects between other Asian countries
by cooperating with Japan Desk Services around
the world.

Offering Services
1) Audit & Assurance
The Audit Methodology "Horizon" developed by
Grant Thornton and the Audit Software "Voya

We will support the improvement of corporate
governance

and

internal

controls.

We

also

ger", which is the core of the methodology, ar

provide legal services such as establishing a

e used to maintain the quality of audits and i

company for new business ventures in Singapore.

mprove the efficiency of audits.

Specifically, it provides consulting services for

Specifically, we provide statutory audits, volunt

internal audit, establishment of internal controls

ary quarterly reviews, internal control audits,

and SOX measures, fraud investigation, risk

and consolidated package reviews.

management, establishment of companies,
and application for special economic zones.

2) Tax
We offer comprehensive solutions to internatio

4) Transaction Service

nal tax issues in Singapore and other cross-bo

Acquisitions of companies and business

rder countries, backed by a high level of expe

acquisitions through M&A have increased

rtise and extensive experience.

recently as a means of entering Singapore and

Specifically, we provide corporate tax returns,

carrying out business restructuring. We have a

resident tax returns, transfer pricing document

number of experts who are capable of dealing

ation support, tax investigations and litigation

with the various transaction deals a company

responses, and the application of tax treaties,

carries out, and provide a variety of due

GST-related services and various tax advisory

diligence and evaluation services that are

services.

essential to a successful deal.
We also provide financial advisory services, such

3) Advisory

as matching services for target companies in the

For many global companies, subsidiary internal

upstream process of M & A and process

controls and risk management are not always

origination, as well as feasibility studies.

adequate.

Correlation Diagram of Client's Overseas Expansion and Services

Grant Thornton Singapore

Grant Thornton

Grant Thornton Singapore is a member firm of

Grant Thornton is an International Accounting

the Grant Thornton Group.

firm with approximately 50,000 staff and over

We are familiar with the Singaporean accounting

700 bases in more than 135 countries. Bases in

standards, the Japanese accounting standards,

each country are independent, and as a member

the international accounting standard IAS/IFRS

firm of Grant Thornton International

and the American accounting standard US GAAP,

headquartered in London, UK, each provides

tax and advisory services to companies of all

auditing, taxation and other accounting-related

sizes to support the challenges and growth

services, and their services are highly regarded.

opportunities that companies face.

We also focus on specialized services such as

(Employees︓approximately 100 as of April
2019)

corporate finance, and utilize our expertise in
such areas as corporate mergers and
acquisitions and business revitalization.

Grant Thornton Japan
Taiyo Group provides auditing services to listed
companies, large and medium-sized enterprises,
and tax and consulting services to ownermanaged and medium-sized enterprises. We
provide top-class services by leveraging our
extensive experience and the latest business
knowledge.
We use our Grant Thornton network to provide
flexible, fast, and high-quality services to meet
the needs of our globalized clients.
（Employees︓approximately 1,000 as of March
2019）

Our Location
39 Robinson Road, #18-04, Robinson Point
5ingapore 068911
T: +65 6805 4110
E: enquiries@sg.gt.com
W: www.grantthornton.sg

Contact Us
Japan Desk Director
Takahiro Tsuji CPA(Japan)
Tel: +65 6805 4110 (Rep)
Email: takahiro.tsuji@jp.gt.com
(Tokyo Office)
International department Partner
Tatsuya Arai CPA(Japan)
Tel: +81 (0)3 5474 0118
Mobile: +81 (0)70 6990 7638
Email: arai.tatsuya@gtjapan.or.jp
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-ジャパンデスクサービスのご案内2019

ジャパンデスクサービスの概要
グラント・ソントン シンガポールはグラント・ソントングループのメ

ジャパンデスクでは、ミッドサイズファームの会計ファームだからこ

ンバーファームです。ジャパンデスクサービスは⽇系企業向けサ

そ実現できる「きめ細かいサービスをタイムリーに」をモットーに、

ービスに特化し、プロフェッショナルサービスを提供しています。

シンガポールで事業を⾏う⽇系クライアントに対して会計、税
務及びアドバイザリーに⾄る幅広いサービスを提供しています。

ワンストップ・サービス
移転価格アドバイザリー業務や M&A サポート等、⼩規模
ワンストップ・
サービス
日本式の
サービス

なアカウンティング・ファームでは対応が困難な複合的サービ
スについても、各分野に専⾨家を配置しているため、ワンス
トップでのサービス提供が可能です。
⽇本式のサービス
業務メンバーは⽇系プラクティスに精通した⼈員であり、⽇
系企業特有のビジネス慣⾏や商取引への対応が可能で

適正な
報酬水準

す。
また、⼤規模なアカウンティング・ファームと⽐較して、豊富な
経験と知識を有する⽇本⼈の業務関与度を⾼めているた
め、クライアント要請への柔軟な対応やタイムリーなサービス
提供が可能です。
適正な報酬⽔準
グローバル・ファームとして⾼品質なサービスを提供する⼀
⽅、クライアントと⼗分に協議を経ることによって、業務報酬
は明瞭かつ適正な⽔準となるように⼼がけています。
また、⼤規模なアカウンティング・ファームと⽐較してスリムな
組織体をキープしているため、他社と⽐較して合理的な報
酬⽔準でのサービス提供を⼼がけております。

アジア各国での展開

を⾏っております。
日星間の案件だけでなく、他のアジア間でのクロスボーダー案
我々グラントソントン・ジャパンデスクサービスは、アジアにおいて

件についても、各国ジャパンデスクサービスと連携をとることでサ

全 17 カ国 23 か所の拠点を有しており、日本人専門家及び

ービス提供を⾏うことが可能です。

日本語人材を配置することで日系企業向けのサービス提供

提供サービスライン
1) 監査・保証

3) アドバイザリー

Grant Thornton が開発した監査の⽅法論“Horizon”と、

多くのグローバル企業にとって、子会社の内部統制やリスク管

その中核をなす監査品質の維持と監査効率の向上を実現す

理は必ずしも十分とはいえません。

るための監査ソフトウェア “Voyager”を駆使して、国際水準

私たちは、コーポレートガバナンス、内部統制の改善の支援を

かつ高品質の監査を効果的・効率的に実践しています。

していきます。また、シンガポールへの新規進出の際は会社設

具体的には、法定監査をはじめ、任意での四半期レビュー業

⽴等法務サービスも提供しております。

務、内部統制監査、連結パッケージレビュー業務等を提供し

具体的には、内部監査、内部統制構築及び SOX 対応コン

ています。

サルティング、不正調査、リスクマネジメント（法務・IT）、会
社設⽴、経済特区申請の業務を提供しています。

2) 税務

4) トランザクション・サービス

シンガポール国内、クロスボーダーの国際税務問題に対して、

シンガポールへの進出及び事業再編手法として、近年 M&A

高水準のノウハウと豊富な経験に裏打ちされた総合的なソリ

による企業買収及び事業譲受が増加しています。我々は企

ューションを提供しています。

業が⾏う各種トランザクションディールに対応できる多数の専

具体的には、法人税務申告、駐在員確定申告、移転価格

門家を配置し、ディール成功に不可⽋な各種デューデリジェン

文書化サポート、税務調査及び訴訟対応、租税条約適用

ス業務及び評価業務を提供しています。

申請、GST 関連、各種 Tax アドバイザリー等の業務を提供

また、M&A の上流⼯程にあたるターゲット企業のマッチングサ

しています。

ービスやプロセスのオリジネーション業務等のフィナンシャル・アド
バイザリーサービス、シンガポール市場進出にあたっての市場
調査や法規制のリサーチ等を含むフィジビリティ・スタディの提
供も⾏っています。

クライアントの海外展開と提供サービスの相関図
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Grant Thornton

グラント・ソントン シンガポールはグラント・ソントングループのメ

Grant Thornton は、世界 135 カ国以上のファーム、700

ンバーファームです。シンガポール、日本、USA の会計基準及

以上の拠点を有し、人員数は約 50,000 人を擁する国際会

び国際会計基準（IAS・IFRS）に精通し、現在あらゆる規

計事務所グループです。各国のファームはそれぞれ独⽴してお

模の企業に対し、企業が直面するチャレンジと成⻑機会をサ

り 、 英 国 ロ ン ド ン に 本 部 を 置 く Grant Thornton

ポートするために監査、税務及びアドバイザリーサービスを提

International のメンバーファームとして、それぞれが監査・税

供しております。

務をはじめとする会計関連サービスを提供しており、サービスの

(職員数︓約 100 人 2019 年 4 月現在)

内容は高い評価を得ています。また、コーポレート・ファイナンス
等の専門サービスにも注⼒しており、企業合併・買収、事業
再生などにおいて専門性を生かした活動を展開しています。

太 陽 グ ラ ン ト ・ ソ ン ト ン グ ル ー プ （ Grant Thornton
Japan）
太陽グループは、上場企業、大企業、中堅企業への監査業
務、オーナー系企業、中堅企業への税務およびコンサルティン
グサービスを提供しています。豊富な経験と最新の業務知識
を生かし、トップクラスのサービスを実現しています。
グローバル化により国際化するクライアントのニーズに対して、
Grant Thornton のネットワークを活用し、柔軟かつ迅速に、
高品質なサービスを提供しています。
（職員数︓約 1,000 人 2019 年 3 月現在）

Our Location
39 Robinson Road, #18-04, Robinson Point
5ingapore 068911
T: +65 6805 4110
E: enquiries@sg.gt.com
W: www.grantthornton.sg

Contact Us
ジャパンデスク ディレクター
辻 充博 公認会計士(日本)
Tel: +65 6805 4110 (代表番号)
Email: takahiro.tsuji@jp.gt.com
(東京本部)
国際室 室⻑ パートナー
新井 達哉 公認会計士(日本)
Tel: +81 (0)3 5474 0118
Mobile: +81 (0)70 6990 7638
Email: arai.tatsuya@gtjapan.or.jp

