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Grant Thornton
Grant Thorntonは、世界140カ国以上のファーム、700以上の拠点を有し、人員数は約5万人を擁す
る国際会計事務所グループです。英国ロンドンに本部を置くGrant Thornton Internationalのメンバ
ーファームとして、各国がそれぞれが監査・税務をはじめとする会計関連サービスを提供しており高
い評価を得ています。
また、
コーポレート・ファイナンス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。

Grant Thornton Vietnam
Grant Thornton (Vietnam) Limitedは、ベトナム国内上位のシェアを占める会計事務所です。
日系ク
ライアントの増加に伴い、2014年から日系企業向けサービスに特化したジャパンデスクを開設いた
しました。ハノイとホーチミンシティに拠点を有し、
日本人専門家と多数のベトナム人専門家が在籍
しています。2020年6月現在では170社を超える日系クライアントに対して、会計、税務及び各種アド
バイザリーに至る幅広いサービスを提供しております。

Grant Thornton Vietnamジャパンデスク
日系企業の皆様におかれましては、会社の設立または変更申請、会計監査への対応、法人税・個人所
得税・付加価値税・外国契約者税にかかる申告といった平常業務から、移転価格税制への対応及び
M&Aの検討といったより専門性の高い業務を担われていますが、限られた資源のなかでこれらの業
務を全てこなすことは容易ではありません。
そこで、現地駐在員様の負担を減らし、かつ、
日本親会社との連携を円滑にするために、
ジャパンデス
クが全てのエンゲージメントの窓口となり、
ワンストップでのサービスを提供致します。特に、ベトナム
に常駐する日本人公認会計士・税理士が皆様のサポートをさせていただくため、
デューデリジェンス
やバリュエーション等の複雑な内容に関しても、
日本語で丁寧に対応させていただきます。

監査・保証サービス
Grant Thorntonが開発した監査プログラム
を基に、国際水準かつ高品質な監査を実践
しています。
また、国際会計基準及び日本基
準の知見を活かした保証サービスを提供し
ています。
主なサービス
• 法定監査
• 四半期レビュー業務
• 内部統制監査
• 連結パッケージレビュー業務、

アドバイザリーサービス
ベトナム進出又は事業再編の手段の１つと
して、M&Aによる企業買収及び事業譲渡が
増加しています。我々は、各種トランザクショ
ンディールに対応できる多数の専門家を配
置しています。
主なサービス
• デューデリジェンス
• バリュエーション
• M&Aのマッチングサービス
• 不正調査（フォレンジック）

税務サービス
ベトナムの税法及び会社法に精通したメン
バーがコンプライアンス遵守のための助言
をします。
また、ベトナム及び日本との間で
問題となる国際的な税務イシューに対する
解決策を提供します。
主なサービス
• 法人税及び所得税等の申告支援
• 模擬税務調査及び税務調査対応
• 移転価格文書の作成支援
• 会社設立または清算支援

ビジネス・プロセス・
ソリューションサービス
現地子会社の管理部門に優秀な人材を確
保することは容易ではありません。
そこで、
効率的に管理部門を運営するために、外注
サービスを提供しております。
主なサービス
• 会計記帳代行
• 経理スタッフの派遣
• 会計ソフトの導入支援
• マネジメントレポートの作成
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