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日系企業の皆様 
 

 

貴社におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
 

KPMG オーストラリアでは、豪州の企業買収・投資に特化した法律関連サービスを提供しておりま

す。 

近年、日本企業による海外投資におけるＭ＆Ａ割合が増加しております。海外におけるＭ＆Ａを

成功させるためには、各国の商慣習、法的規制などの背景を把握し適切に対応することが必要で

ございます。 

KPMG オーストラリアでは、法律の専門家からなる部署を立ち上げ、豪州での企業買収先の選定か

ら取引成立まで法律関連業務のアドバイザリー・サービスを提供しております。また企業買収後

の生じる可能性のある法律問題に関しても対応可能な専門家をそろえております。 具体的に

は、豪州での企業買収・投資の際のオーストラリア外資審査委員会（ＦＩＲＢ）の認可取得手続

きのお手伝いをさせて頂いております。 

 

2015 年 12月 1日よりオーストラリア国外からの豪州投資に関して外国投資審査委員会（FIRB）

の新規制が適用されています。 

新規則が影響する領域の例といたしましては、下記のようなものがございます。 

 

•外国投資審査委員会（FIRB）へ報告 

•申請に関するコスト 

•農地に適用される規則 

•ATO（豪州税務当局）による調査権限範囲 

 

当該新規則はオーストラリアへ直接投資企業だけでなく、間接的に投資する企業にも適用される

可能性がございます。 

グループ企業再構築の際や、特定の資金調達や開発契約締結の際にも新規則をご検討されること

をお勧め致します。 

KPMG オーストラリアの経験豊富な FIRB専門家チームは、下記のようなお手伝いをさせて頂いて

おります。 

 

•豪州投資、企業再構築、追加出資に関する FIRB関連のアドバイス 

•FIRB 申請書類の準備、関連資料の作成お手伝い 

•豪州投資に関する FIRBと ATOとの窓口 

 

さらに、オーストラリア外資審査委員会（ＦＩＲＢ）関連業務のみならず、下記のような分野で

も法律関連サービスも提供させて頂いています。 

 

＊公共・民間企業の M＆A、IPO (上場) 

＊増資と逆買収、JV (ジョイントベンチャー)や株主間協定 

＊会社法および ASX上場規則アドバイス 

＊会社設立及び豪州事業開始のための法的要件 
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＊企業グループの再編成 

＊事業契約 (管理サービス契約、販売契約など) 

＊雇用法、従業員のインセンティブ制度等 

 

 

今後、KPMGオーストラリアは、豪州における会計・税務面のみならず、法律面でのサポー

ターとして、貴社のさらなる発展のために貢献させて頂けば幸甚でございます。 

ご質問等ございましたら、下記の担当者まで気軽にご連絡ください。 
 

 

 

 

Masayuki Ohba 

masaohba@kpmg.com.au 

+61 2 9335 7822 

 
Michelle Monteleone 

mmonteleone1@kpmg.com.au 

+61 2 9455 9437 

 

Elizabeth Ticehurst  

eticehurst@kpmg.com.au 

+61 2 9335 7073 

 
Mark Latham  

mlatham@kpmg.com.au 

+61 2 9455 9427 
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