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TP＆P=�Turning�Point�&�Prosperity

AI⾰命やグローバル化による急激な変化の時代にあって、これからの時代を⽣き残る企業には、
過去に経験したことのない新たな挑戦が求められています。この急激な変化の中で必要とされる
のは、柔軟性とスピード感、そして、挑戦しつづけることだと考えます。時代の転換点を⼤きな
チャンスに変えましょう。TP&Pは貴社のニーズに合わせて伴⾛します。

-転換点と繁栄-

“変化しつづける”からこそ、新たな価値が創造できるという発想。

モットーと社名の由来
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⽇本⼈で唯⼀の台湾公認会計⼠による�
コンサルティングサービスです。

⾼品質なサービスを�
適正料⾦でご提供

必要なサービスを�
ワンストップでご提供

東京と台北の２拠点から�
サポート

コンサルティング・会計⼠事務所は
顧客企業様の利益に貢献すべき存在
であると考えております。弊社で
は、オフィスの簡素化やビジネス
パートナーとの連携により固定費を
削減し、⾼品質かつ適正料⾦でサー
ビスをご提供しています。

弊社では台湾進出前のFS（フィジビ
リティースタディ）から台湾進出後
の契約・税務アドバイス、M&Aに係
るデューデリジェンスまで幅広く顧
客企業様にとって有効なソリュー
ションをご提供いたします。�

弊社では東京と台北の２拠点から顧
客企業様をサポートさせていただい
ております。そのため、コミュニ
ケーションコストをかけずに⽇本本
社と台湾拠点双⽅で情報を同時共有
できます。
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様々な企業様のサポートを�
させていただいております。

上海及び台北駐在歴10年

10 年 20 社

在台・在中⼦会社の�
顧問社数

50 件

クロスボーダーM&Aの�
財務調査件数

在台・在中⼦会社の�
監査件数

50件

台湾でのタックスプランニングによる�
累計節税額

5,000万円
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コンサルティング

アトレ�様

台湾進出に際しての社内勉強
会実施（会計・税務、⼈事労
務）、台湾での役務提供に係
る課税関係のご相談

進出⽀援・会計業務

Freak�Out�Taiwan�様

台湾法⼈の監査・財務諸表の
作成、内部統制⽀援、コミュ
ニケーション⽀援

コンサルティング

Digital�Garage�様

台湾ビジネスにおける税務・
法務に関するコンサルティン
グ、アライアンスパートナー
とのコミュニケーション⽀援

コンサルティング

オールドリバー�様

台湾法⼈の監査・財務諸表の
作成、内部統制⽀援、コミュ
ニケーション⽀援

お取引先企業様の⼀部をご紹介させていただきます。
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お取引先企業様の⼀部をご紹介させていただきます。

コンサルティング

台北証券取引所�様

東証IRフェスタ出展⽀援（出
展アレンジ、資料作成、会社
説明会登壇）

コンサルティング

Brognent�Japan�
Entertainment�様

台湾法⼈と⽇本法⼈のJV組成
に係る課税関係のご相談

節税・コンサルティング

サクラセールス�レップ�様

⽇本から台湾法⼈へ提供した
役務対価に関わる課税関係の
コンサルティング

会計業務・コンサルティング

東京テクニカル�様

台湾法⼈及び上海法⼈の監
査・財務諸表の作成、内部統
制⽀援、コミュニケーション
⽀援

進出⽀援

GEAR8�様

台湾法⼈の設⽴⼿続き及びコ
ンサルティング

会計業務

オロ�様

台湾法⼈の監査、内部統制⽀援



実務経験・語学・専⾨性を活かした�
台湾への進出理由と着地点を⾒据えたアドバイスを実施。

台湾の取引先から出資要請があった。
CASE1/

□出資の背景はどういったものか。�

□出資⽐率はどうするのか。�

□簿外債務の懸念はないか。�

□⽇本への利益還流はどのようにするか。�

□出資形態による税務上のコスト分析。�

□⼈員の派遣はどうするのか。

□TP&Pのチェックポイント

ケーススタディ
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実務経験・語学・専⾨性を活かした�
台湾への進出理由と着地点を⾒据えたアドバイスを実施。

台湾の市場を拡⼤したい。
CASE2/

□ランニングコストを試算。�

□越境ECの注意点を確認。�

□拠点形態とコストの⽐較。�

□第三国（東南アジア、中国）への再投資の要否。

□TP&Pのチェックポイント

51�1�$POTVMUJOH�"MM�SJHIUT�SFTFSWFE���

ケーススタディ



項⽬ 内容

会社設⽴ • 社名・事業内容事前申請、法⼈登記、税籍登録、貿易登録

駐在員事務所設⽴ • 事務所届出

労働ビザ申請 • 労働許可証申請、居留証申請

⽇本⼈所得税申告 • 個⼈所得税の申告代⾏

監査 • 会計⼠による決算書監査

会社規程（就業規則） • 最新労基法に合わせた作成⽀援・届出代⾏

登記変更⼿続 • 決算⽉、役員、定款、増資・減資、休眠会社申請、社名

税⾦還付申請 • 税務当局への申請書作成、税務当局への説明

取引先の企業調査 • 調査対象会社の直近3期のBS,�PL分析、会社情報、議事録チェック、主要仕⼊れ先・得意先取引
関係

M&A案件 • 台湾企業の合併・買収に係る財務DD、税務DD、ストラクチャリング等

⽇台租税協定申請
台湾側での減免適⽤申請⼿続き代⾏�
• 源泉所得税率の減税（20%→10%）�
• その他ＰＥに関する免税

税務観点での契約書レビュー • 節税に繋がる税務上のアドバイスのご提案

⽇本本社での勉強会 • 台湾ビジネスに関わる実務者向け（経理・⼈事・総務）勉強会
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現地拠点向け�サービス内容



⽇本本社からも台湾拠点の情報把握を�
迅速に⾏うことが可能です。

サポート体制
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台湾提携事務所と緊密な連携をとることで�
迅速に情報把握が可能です。

提携先事務所

貴社⽇本本社 貴社台湾法⼈

⽇本語

中国語
⽇本語でのコミュニケーション

中国語でのコミュニケーション



提携先事務所
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Taiwan

Accounting�Firm

眾勤聯合會計師事務所

URL：http://hardworkingcpa.com/

China

Accounting�Firm

�(昆山)漢邦企業顧問有限公司

URL：http://www.hamber.com.cn/kshamber/

Japan

GLOBAL�EYES
URL：http://globaleyes.jp/

Company�registration�certificate�support

Accel �Partners� Inc.

URL：http://accelpartners.co.jp/index.html

M&A

Yamato�Audit �Corporation
URL：http://yamato-audit.or.jp/

Audit

http://hardworkingcpa.com/
http://accelpartners.co.jp/index.html
http://yamato-audit.or.jp/


Profi le

梅⽊�朱佳 Umeki Ayaka

代表社員

札幌市出⾝、国⽴⼤学法学部卒業。在学中に台湾政府奨学⾦で国⽴台湾⼤
学に交換留学。上海にてコンサルティング業務および⼯場経理に従事。
2008年に四⼤監査法⼈Deloitte台湾事務所に⼊所。�

2012年コンサルティングファームPwC東京事務所に⼊所。�
⽇系企業の台湾進出⽀援のほか、台湾現地法⼈向けの会計税務アドバイ
ス、アジア・欧⽶を対象としたクロスボーダーM&A業務を⼿掛ける。中華
圏でのビジネス経験は豊富であり、現場での勤務経験は計10年に及ぶ。�

⽇本⼈で唯⼀の台湾公認会計⼠（台湾公認会計⼠協会会員）�
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過去の実績

台湾公認会計⼠�/�⽶国公認会計⼠�/�公認内部監査⼈（CIA）�

中⼩企業国際化⽀援アドバイザー（中⼩企業基盤整備機構）

・海外進出⽀援（投資・登記⼿続、労働ビザ、個⼈所得税、社会保険等）�
・会計税務全般（記帳、税務申告、財務監査・税務監査、清算⼿続等）�
・M&A全般⽀援（財務・税務デューディリジェンス等）�
・セミナー・勉強会の開催



Profi le

施�俊宏 Dumas Shin

眾勤聯合会計⼠事務所

Deloitte�Taiwan�のシニアマネージャー、某電⼦企業のCFOを経て衆勤聯
合会計⼠事務所を設⽴。⼀般事業会社での実務経験も兼ね備えた会計⼠で
ある。�Deloitteでは主に上場・公開会社、外資系企業、NPO組織等と幅広
い会社形態を⽀援。担当した顧客企業の産業はケーブル会社、紡績、建設
業、百貨店、電⼦企業、投資会社、リース会社等多岐にわたり、社内制度
の構築から業務プロセスの改善、IPO⽀援等豊富な経験を有している。�
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経歴

政治⼤學�會計系�学部�/�ジョージワシントン⼤学�MBA� �

台湾公認会計⼠�/�無形資產評価⼠�/�企業評価⼠�/�特許申請代理⼈�

・Deloitte Taiwan シニアマネージャー
・電子企業のCFO
・眾勤聯合会計士事務所パートナー

所属団体

・台北市/台灣省会計士公會



Profi le

馮�志卿 EricFeng

眾勤聯合会計⼠事務所

Deloitte�Taiwan�のシニアマネージャーを経て2014年に眾勤聯合会計⼠事
務所のパートナーに就任。�Deloitteでは、財務監査・税務監査等のほか、
社内制度の構築から業務プロセスの改善、IPO⽀援、証券発⾏等豊富な経
験を有している。�
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政治⼤學�會計系�学部�/�台灣⼤學�會計系�修⼠��

台湾公認会計⼠�/�企業評価⼠�/�内部監査⼈�

経歴

・Deloitte Taiwan シニアマネージャー
・眾勤聯合会計士事務所パートナー

所属団体

・台北市/台灣省会計士公會



Profi le

曾�增銘
眾勤聯合会計⼠事務所

1999年に弁護⼠業務を開始。ビジネス分野での法律問題の処理に従事。投
資ストラクチャーから知財、TAXプランニング、労働法、社内規則、解
散、清算、破産処理に⾄るまで幅広い対応が可能。�
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政治⼤學�法律系��

台湾弁護⼠�/�台湾公認会計⼠�/�地政⼠�

経歴

・齊商經濟法律事務所主任弁護士
・眾勤聯合会計士事務所パートナー

所属団体

・台北市/台灣省会計士公會

・台北/台南/高雄弁護士公會



Profi le

羅�友明
眾勤聯合会計⼠事務所

メディアテック（聯發科技）の知財・法務部⾨にて海外特許申請に従事。
特許関連の訴訟や調停等豊富な経験を有している。��
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台灣⼤學�資訊管理学部�/�台科⼤�電⼦⼯程�修⼠�/�北京⼈⺠⼤學法研所�/�台北⼤學法律專業所�/�

臺⼤⽣醫電資所博⼠班�/�中國弁護⼠�/�中國專利代理⼈�

経歴

・聯發科技知財・法務部門7年勤務
・理律法律事務所シニア
・連邦專利事務所特許士
・理慈國際法律事務所特許士

得意業務

・社内の特許制度の構築と事業戦略化
・特許案件のソーシング、申請、紛争処理

Nick Lo



Company

東京都中央区銀座1-3-3�G1ビル7階BUSICO.GINZA�

TEL�050-5329-0690

TP&P�コンサルティング合同会社
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眾勤聯合會計師事務所(提携先)
台北市中⼭區南京東路三段200號7樓�

TEL�886-2-2771-6088


