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移転価格サービスの概要

KPMG税理士法人では、東京・大阪・名古屋における移転価格の専門家チームが、国内・
外資系を問わず、企業グループ全体の税務リスクの軽減等に対する包括的なアドバイ
ザリーサービスを提供します。さらに、各国のKPMGメンバーファームにおける移転価格
グループネットワーク（Global Transfer Pricing Services, GTPS）に所属する約1,800
名のプロフェッショナルと連携して、国際取引を行う多国籍企業に対し、グローバルな観点
から移転価格問題の解決をサポートします。

KPMG移転価格チームの提供する移転価格サービスは、主に以下のように分類されます。

移転価格調査・課税への事前対応

① 移転価格文書化 多国籍企業における国外関連取引について、移転価格税制からの妥当性につき、
移転価格分析を行い、税務当局向けの文書化を行います

② 移転価格リスク分析 移転価格更正リスクの測定により、特に整備すべき取引・拠点等の特定を行います

③ 移転価格設定方針の立案 将来年度について、移転価格税制に則った妥当な価格設定方針を策定します
また、必要に応じて立案された方針の社内向け文書化を行います

④ 事前確認（APA）取得の支援 将来年度の価格設定について税務当局との事前の合意を取得します
また、状況に応じて過去年度への遡及適用も申請します

⑤ 移転価格調査対応の支援 税務当局による移転価格調査に対して、専門家の観点から支援します

移転価格課税への事後対応

⑥ 移転価格課税後の異議申立て、
審査請求、訴訟への対応

移転価格課税が行われた年度について、国内不服申立て及び訴訟による国内救済手段による
二重課税の排除をサポートします

⑦ 政府間協議（相互協議）の
合意・解決の支援

移転価格課税が行われた年度について、相互協議により二重課税の排除を推進します
また、同時に移転価格課税が行われた年度の後続年度について、税務当局との
事前確認（APA）を取得し、以後の二重課税を排除するケースもあります
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① 移転価格文書化

移転価格文書化に関するOECD移転価格ガイドラインの草案が提示

され（2014年9月現在）、移転価格文書化について、マスターファイル

（グループ全体の組織体制、グローバルな移転価格ポリシーなどの情

報を記載）、ローカルファイル（各国拠点間の取引情報、移転価格分

析などを記載）、国別報告書（国別の収入、利益、税額などの情報を一

覧表に記載）という三層構造で提案されています。この改正は、グロー

バル企業における今後の移転価格税制のリスク管理とコンプライアン

スにおいて、大きな影響を与える内容を含むものと考えられます。

日本においては、移転価格税制を規定する租税特別措置法66条の

4の、推定規定（第6項）及び質問検査規定（第8項）において、遅滞な

く提出又は提示を求められる書類の範囲について具体的に定められ

ています。この規定は、OECD加盟国やアジア諸国において移転価

格文書化規定により、準備・提出が規定されている文書と内容を同じ

くしており、「日本版文書化」といえる内容となっています。準備してお

くべき書類として、「国外関連取引の内容を記載した書類」と「国外関

連取引について法人が算定した独立企業間価格に係る書類」にわか

れています。

これらは独立企業間価格を算定するために、通常、会社で保存してい

ない書類が含まれており、比較対象取引等を含む移転価格分析を行

う必要があるものです。これらの文書が遅滞なく提出提示できない場

合には、課税当局に「推定規定」又は「質問検査規定」を適用する権

限を与えてしまうことになるため、移転価格税制に対応するための最低

限の対応であるといえます。

今後日本の文書化規定についても、OECDガイドラインに沿った形で

の改正が見込まれ、文書化に記載する情報量が大幅に多くなること

が予想されます。また、多国籍企業にとって、グローバルレベルでの移

転価格税制への対応として、マスターファイル、ローカルファイル、国別

報告書の作成は迅速に対応すべき課題となっています。

KPMGは、多国籍企業における現状の移転価格対応の個別の状況

に即して、最も効果的及び効率的な文書化アプローチを検討し、提案

し、移転価格文書化の作成の支援を行います。

② 移転価格リスク分析

リスク分析の目的は、移転価格に関する更正リスクを正しく把握し、適

正な移転価格設定方針へと導くことです。移転価格に関するプロジェ

クトの中で最も基礎的かつ重要なプロジェクトであり、KPMGは、これま

でにあらゆる業種に属する企業の移転価格更正リスクに関する対応

策の提案を行ってきています。

移転価格税制は、対象となる取引価格が妥当な価格（＝独立企業間

価格）で行われていたかどうかを争点としています。従って、更正リスク

の把握とは、現状の取引価格と独立企業間価格との間にどれくらいの

差が発生しているかを把握することになります。そこで、こうした目的を

達成するため、まず、個々の企業が行っている取引のうち、移転価格税

制上問題となりそうな取引の抽出を行います（取引の抽出）。次に、それ

ら取引における独立企業間価格の算定を行い、現状価格との差額の

定量化を行います（リスクの定量化）。

取引の抽出
企業グループ全体における包括的な分析に基づき、分析対象企業が

行う国外関連者との取引パターンや取引数量、関連者との機能・リ

スク分担の状況等を把握し、リスク又は重要性の高い取引を抽出し

ます。

リスクの定量化
上記で抽出した取引に対して、更に詳しい事実関係の分析を行い、各

国の移転価格税制に基づき、当該取引の移転価格リスクの定量化を

行います。通常、移転価格リスクは、わが国における更正リスクと、取

引相手国における更正リスクが存在しますが、どの国におけるリスクを

分析するかは、当該取引の状況に応じて決定します。そして、分析対象

となる更正リスクに係る国の移転価格税制に則って、リスクの定量化

を行うことになります。
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④ 事前確認（APA）取得の支援

納税者がこのような移転価格にかかるリスクを未然に防止するため

の措置として、将来年度における国外関連者との取引価格の算定

方法について税務当局から事前に合意を得る事前確認（Advance 

Pricing Agreement, APA）制度があり、日本を含む先進諸国の

ほか、近年では東南アジア等多くの国において導入されています。

KPMGがAPA申請サポートを行う場合には、相手国の税制や税務当

局の動向等を熟知した各国のKPMGメンバーファームと連携し、全申

請国において一貫した統合的なサービスを提供することが可能です。

APA取得のメリット
APA取得の最大のメリットは、APA対象期間（通常3年～5年程度が

多い）における移転価格リスクをほぼ完全に排除することが可能であ

るということです。APAを取得することによって、移転価格に関する二

重課税を受ける可能性を排除できるのみでなく、APAという積極的な

事前相談

日本
一国内APA

二国間APA

正式申請

国内審査

相互協議（両国税務当局による協議）

合意（事前確認の取得）

事前相談

海外当局

正式申請 移転価格分析（詳細分析）
正式申請書類の作成

国内審査

資料作成・折衝

Feasibility Study

国内審査対応

相互協議対応

合意後の諸作業

APA取得のプロセス
APA申請から合意までのプロセス及びそれに付随してKPMGが提供するサービスは以下の通りです。

また、移転価格ポリシーを適切に実行するために、移転価格の設定

に関する具体的な移転価格設定をどのように実務に落とし込んで

いくのか（手続き、為替、価格設定のタイミング、価格調整金の具体

的な運用等）ということが課題になるケースが多くあります。KPMG

では、企業の状況に応じた具体的な移転価格設定に関するサービス

（Operational Transfer Pricing Services）を提供しています。

③ 移転価格設定方針の立案

多国籍企業、特に移転価格課税の厳しい米国及び中国や、移転価

格税制の執行方法の予見可能性が低い東南アジア地域等へ進出し

ている企業にとって、子会社所在地国の移転価格税制の執行状況と

実務の両面における移転価格対応策を立案することが急務となって

います。KPMGは、この多国間における移転価格問題を、税制上の観

点のみならず経営等の多角的視点から総合的に解決するための支援

を行います。

特に、マスターファイル、ローカルファイル、国別報告書の三層構造の

文書化が求められる現状においては、本社主導の移転価格ポリシーを

立案し、マスターファイルに反映させ、ローカルファイルと整合性をとり、

かつ国別報告書の記載からリスクを判定して、グループ全体での移転

価格課税リスクを本社において集中して管理していくという対応が求

められています。

事前に、各国税務当局への対応方法、対策を事前に確立しておくこと

により、将来の移転価格調査時における対応をスムーズにすることが

第一目的です。具体的には、リスク負担ルールの確立、機能・権限の

明確化、それに基づいた移転価格ポリシーの整備を行い、これらに関

する税務当局対応のための文書化等を通じて、将来の税務調査等に

おいて税務当局に十分に説明ができる体制を整備しておくことを目指

します。
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⑤ 移転価格調査対応の支援

近年、世界各国における移転価格税制の強化及び移転価格調査件

数の増加等に裏付けられるように、多国籍企業にとって移転価格リス

クは増大傾向にあります。移転価格課税がなされた場合の納税による

キャッシュフローへの影響、二重課税排除のための不服申立手続き又

は相互協議申請を行う場合の作業負担、移転価格課税がなされたこ

とに対する企業イメージへの影響、また、長期間に亘る移転価格調査

に対応している担当者の人的コスト等、すべてが企業経営に係わる重

大なリスクとなります。

移転価格調査では、国外関連者の業務・財務内容及び取引データ等

に関して膨大な情報の提示を求められ、納税者はその対応にかなりの

負担を強いられることになります。その提出資料がどのような意味を持

つのかを把握し、これらの資料を納税者の主張に沿って、提出していく

ことが重要となり、更正リスク金額の低減及び人的コストの削減を図

るために専門家の助言を得ることは、移転価格調査を円滑に進めるこ

とに貢献します。KPMGは、その移転価格税制に関する高度な知識、

豊富な経験を生かし、移転価格の調査の立会い、移転価格分析、反

論書作成などの支援業務を提供しています。

⑥ 移転価格課税後の異議申立て、審査請求、
 訴訟への対応

移転価格税制により課税が行われた場合、グループ全体でみれば経

済的二重課税が発生することとなります。また、移転価格税制による

課税額は一般的には非常に高額となることから、キャッシュフロー及び

連結純利益に大きな影響を及ぼします。したがって、この移転価格課

税により発生する二重課税は企業にとってどうしても回避しなければな

らない重要事項です。

⑦ 政府間協議（相互協議）の合意・解決支援

移転価格課税により発生した二重課税を排除するためには、「相互協

議」の活用が有効な手段となります。「相互協議」は、租税条約に適合

しない課税を受けた場合に、租税条約締結国の政府間（締結国の権

限ある当局間）で行われる協議です。このように相互協議は政府間協

議であるため、納税者は直接協議には参加できません。

KPMGは、主要各国に移転価格問題の専門家を配置し、グローバル

なサポートが重要となる政府間協議の支援に関して、多くの経験を有

し、グローバルなサポート体制を確立しています。

移転価格課税に対応する事後的なものとして、相互協議により政府

間で合意に至った場合には、移転価格課税により発生した二重課税

が全部あるいは一部排除されることになります。

また、前述（④）の二国間又は多国間APAにおいても政府間の相互

協議制度が活用されることから、課税年度に係る相互協議の申請とと

もに後続年度に対してAPAを申請することにより、過去・将来につい

て一連の相互協議で二重課税の排除を求める施策も多く採られます。

形で移転価格問題に取組むことにより、移転価格調査において発生

するであろう対応コストを長期的に節減することも可能となります。さら

に、APAにおいて合意された移転価格算定方法がAPA対象期間以

前の事業年度においても合理的であると認められる場合には、その合

意内容を過年度に対して遡及的に適用（ロールバック）することが認め

られるため、APA取得により過年度に関する移転価格問題の同時解

決が可能となるケースもあります。

移転価格課税による二重課税の排除の手段として、後述（⑦）の租

税条約に基づく救済措置と、国内法に基づく救済措置があります。前

者は政府間の合意が成立すればほぼ完全な二重課税の排除手段と

なりますが、我が国と租税条約が締結されていない国や、政府間協議

の実績がない又は非常に少なく協議がうまく機能していない国との取

引に関する課税については特に、後者の手段によることも選択肢とな

ります。

国内法に基づく救済措置には、不服申立てと訴訟があります。不服申

立ては所管の国税局長に対して行う異議申立と国税不服審判所に

対して行う審査請求があり、審査請求の裁決に対して、又は裁決が3 

ヶ月以内になされない場合には地方裁判所にて訴訟提起を行うことが

できます。

いずれのステージにおいても移転価格税制を含む税務の専門的な見

地からの主張が求められ、KPMGは論点整理や提出資料の作成等に

対する幅広い支援を提供します。
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KPMG税理士法人では、移転価格サービス以外にも、以下の関連サービスを提供する
ことで、国際取引を行う多国籍企業に対し、ワンストップでの総合的なソリューションを
提供しています。

評価（Valuation）

① 株式評価・事業評価 グループ内再編等における株式や事業の移管・移動に伴い必要とされる
価値評価業務を行います。

② 無形資産評価 グループ内の機能移管や無形資産の売買に伴い必要とされるブランド、特許権などに係る
価値評価業務を行います。

③ 金融商品等の価値評価 転換社債、業績達成条件付有償ストックオプションのオプション価値評価など
金融商品の価値評価業務を行います。

関税・間接税（Trade & Customs）

④ 関税評価額に係る支援 適正な関税評価額の設定方針を策定します。
また、税関当局による事後調査等に対して、専門家の観点から支援します。

⑤ アンチダンピング関税（ADD）
に係る支援

ダンピングリスク回避のためのプランニングや、当局によるダンピング調査に対して、
専門家の観点から支援します。

⑥ FTA・EPAに係る支援 FTA・EPAに係るプランニングや各種ソリューションを提供します。

海外展開支援（GLES）

⑦ 海外市場参入・進出支援 市場動向調査、競合分析調査業務から市場参入の方法論の策定、社内外の利害関係者への
説明時に必要となる詳細な投資計画を含むビジネスケースの作成を支援します。

⑧ 立地選定・拠点設立支援 製造工場、販売会社、各種統括会社等の進出国（進出地域）の選定を支援します。また、
各国政府・州等が個別に付与するインセンティブ取得に係る提出資料の作成や交渉を支援します。

関連サービス
評価、関税・間接税、海外展開支援

6
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① 株式評価・事業評価

株式や事業の譲渡、移転を伴う取引においては取引価格の妥当性・

公平性を説明することが求められ、取引価格に対する経営者の判断

の妥当性を担保する手段として、第三者による株式・事業価値評価が

実施されます。グループ間取引であれば、税務リスク・税務イシューを確

認した上で、税務上適切な取引価格となるよう評価手法を検討し評価

を実施することが求められます。

② 無形資産評価

無形資産評価における評価目的は会計、税務、その他実務上の目的

など様々な目的で行われ、それらの目的に応じた評価手法の検討が求

められる一方、その評価手法によって大きく評価結果が異なる可能性

があります。またその中で、昨今グローバルな政治的アジェンダとなっ

ている濫用的租税回避による税源浸食と利益移転（Base Erosion 

and Profit Shifting: BEPS）への関心の高まりを受け、グループ間取

引における無形資産移転においては、その評価手法・評価結果は移

転価格税制の観点から重要な論点となっています。

KPMG税理士法人は、移転価格など税務目的をはじめとする様々な目

的に応じ適切な評価手法を検討することで、取引に係る利害関係者、

税務当局等への合理的な説明を可能とする客観的な価値評価を実

施します。

無形資産の管理体制構築、説明支援
無形資産の移転・譲渡取引においては、無形資産評価のみならず無

形資産管理体制の検討を伴うことがありますが、移転価格の観点を含

め無形資産の管理体制構築支援サービスも提供します。また同様に

評価手法・評価結果の考え方、意味づけなどについて取引に係る利

害関係者、税務当局等へ説明する際における支援サービスも提供し

ます。

③ 金融商品等の価値評価

KPMG税理士法人は、最新の評価理論を採用し、種類株式、新株予

約権、ストックオプション、転換社債の評価を実施しています。特に、近

年導入企業が増加している業績達成条件を付与した有償ストックオプ

ションのオプション価値評価業務は、米国における最新オプション評

価理論と日本の評価実務を考慮した評価モデルを採用し、オプション

設計から導入まで日系大手クライアントに対する豊富な支援実績を有

しています。

有償ストックオプション制度導入支援
有償ストックオプション制度は、企業・株主・税務当局等、全ての利害

関係者にとり比較的新しい事象であり、無償ストックオプションが我が

国企業に導入された際と同様に、様々な議論が企業の内外で生じる

可能性を有しています。それらに対応するには、単に理論的に適切な

オプション価格を算定するだけでは不十分です。法務・税務・会計に係

る諸問題と報酬体系全体との整合性を保ち、適切な社内承認、IR活

動等の手続き面や、契約書作成といった一連の業務全てが総合的

視点から勘案され、初めてリスクの軽減・管理が可能になります。

このような課題を認識し、KPMG税理士法人は評価業務だけではな

く、法務、報酬のプロフェッショナルファームと連携し、有償ストックオプ

ションを採用する企業のサポートを行います。

評価（Valuation）

KPMGは、企業価値（株式価値）、事業価値、企業の有する重要な無形資産等を適切に
評価するため、多角的かつ合理的に価値評価を行うことにより、企業の投資意思決定や
経営判断等に有用な視点や情報を提供しています。KPMG税理士法人では、グループ
間取引など、主に税務リスク・税務イシューが論点となる取引における評価業務を提供し
ています。
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⑤ アンチダンピング関税（ADD）に係る支援

ダンピングマージン分析・モニタリング 
アンチダンピング関税調査では、調査が開始され、当局から届く「質問

書」に対する回答提出までに約40日間しか猶予が無く、調査開始から

の対応ではその場しのぎの回答書となる恐れがあります。有利なマー

ジンの主張に必要な管理会計的な知見を基に、定期的な分析やITシ

ステムによるモニタリング等、平常時からリスク管理をサポートいたしま

す。また、マージン調整のために関連者間取引価格を変更した場合に

おける関税・移転価格の視点も踏まえた対応策をご提案いたします。

調査対応 
提携先である現地弁護士事務所と連携し、約1年半に及ぶ調査（回

答書（現地語）の準備、現地調査、公聴会等）を包括的にご支援いた

します。回答書の作成に加え、現地調査における提出資料（取引一

連の証憑パッケージ等）に係るアドバイス・作成支援、公聴会における

説明等を実施します。また、調査終了後もダンピング状態が継続してい

るか判定するレビューもご支援いたします。

⑥ FTA・EPAに係る支援

FTA・EPA導入に当たり必要となる原産地認定規則を満たすための

サポートを行います。FTA・EPAを適切に利用するためには、関税規

則、原価会計における専門知識と、人為的なミスを排除するITシステ

ムを利用した効率的な管理手法の導入が欠かせません。各国税関当

局が原産地に関する調査を強化する傾向のもと、原産地の決定プロ

セスにおけるエラーは、ペナルティーや特恵税率の不適用等、著しい

不利益が生じるリスクを伴います。KPMGは原産地規則の活用に係

る支援や、KPMG独自の原産地規則を管理するITシステムの導入支

援を行います。

関税・間接税（Trade and Customs）

移転価格税制の観点も考慮し、関税と移転価格双方が係る論点を含む関税サービスを
提供します。グローバルに活動する多国籍企業にとって、移転価格への対応の重要性は
高まっており、避けては通れない問題となっています。しかし、移転価格の観点からのみ
所得の再配分ができたとしても、関税・間接税の課税ベースが増加し、結果として移転
価格の変更前よりも全体的な税金負担が増加する場合も存在します。このような状況の
解消・予防のため、各国のプロフェッショナルと連携し、法人税のみならず関税・間接税
を含めた包括的なサポートを行います。

④ 関税評価額に係る支援

移転価格ポリシーに基づく補償調整金 
取引単位営業利益法（TNMM）等により移転価格の算定を行ってい

る場合に、一定期間ごとに価格の補償調整が行われるケースが近年

増加しています。一定期間ごとに行われる補償調整金の支払につい

て、貨物の対価の一部として関税の課税価格に反映すべき旨を関税

当局から指摘されるケースも増えており、移転価格の補償調整を目的

とした金銭のやり取りが見込まれる場合には、包括評価申告も含めた

関税面の対応も十分に検討する必要があります。

なお、米国においては2012年5月に、移転価格の下方調整が生じた

場合において一定の要件のもと還付を認める旨のルーリング・レター

の公表を行っていることから、輸入側で補償調整金を支払う場合のみ

ではなく、輸入側で補償調整金を受け取る場合について関税の還付

可能性の検討や関税当局との折衝についてもサポートを行います

アンバンドリング
課税対象とならない一定の非課税要素を取り除く関税評価上の実務

手法（アンバンドリング）を用いた関税評価額の削減をサポートいたしま

す。非課税要素としては、輸入貨物に関連するロイヤルティ、製品保

証費用、販売促進費、広告宣伝費といった項目が挙げられます。

ファーストセール
一部の仲介取引においては、一定の要件のもと、輸入者の取引価格

のかわりに製造会社と仲介会社との間の取引価格（ファーストセール

価格）を関税評価額として用いることが認められており、関税評価額

が削減可能な場合があります（現時点では、米国、欧州及び豪州で

適用）。

買付代理人
買手である輸入者が支払う買付代理手数料は、関税評価額には含ま

れないものとして扱われ、サプライチェーンの変更時にこの制度を利用

した関税評価額が削減可能な場合があります。
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海外展開支援（GLES : Global Location & Expansion Services）
KPMGのGLESサービスグループは、クライアントの世界各地への事業展開を支援する
ために組織され、海外進出先、或いは統括会社、シェアードサービスセンター、R&D拠点
等機能子会社に係る立地選定・拠点設立支援サービスを中心に、各種インセンティブの
取得支援や情報収集、拠点設立に係る支援業務を行っています。

KPMG税理士法人では日本におけるGLESサービスメンバーとして、上記に加え、移転
価格、関税、国際税務等、海外事業展開に必要な税務プランニング及び税務リスクマネ
ジメントの観点も含めてサービス提供しています。

⑦ 海外市場参入・進出支援

KPMG GLESでは、新規市場参入を目的とした市場動向調査、競合

分析調査業務から市場参入の方法論の策定（輸出、グリーンフィール

ド投資、M&A、合弁、提携等）、さらには市場参入を実行するうえで、

社内外の利害関係者への説明時に必要となる詳細な投資計画を含

むビジネスケースの作成の支援を行っています。

また海外進出先、或いは統括会社、シェアードサービスセンター、R&D

拠点等の拠点設立に際しては、当該拠点の立地選定や機能設計の

みならず、移転価格、関税、国際税務等、海外事業展開に必要な税

務プランニング及び税務リスクマネジメントの観点も含めたアドバイザ

リー業務を行います。

⑧ 立地選定・拠点設立支援

海外拠点の立地選定・拠点設立においては、各候補地の経済的、社

会的、及び市場に関連した正確かつ信頼性の高い情報（特にローカ

ル言語の情報）の収集が重要な論点となります。

KPMG GLESは、KPMGに蓄積された高度な専門知識と情報及び

KPMGの各分野におけるスペシャリストとのグローバルなネットワークを

生かし、海外展開を検討している企業に対し、以下のような戦略的な

立地選定のためのアドバイスの提供を行います。

◦ 人件費、労働力、物流、不動産コスト等の候補地選定に係る必要

条件の抽出支援

◦ 必要条件に基づいた候補地選定方法の構築

◦ 不動産専門家との協業

◦ 現地視察による候補地分析

◦ 多数の候補地の比較・評価

◦ プロジェクト全体のコストと経済的なインパクト分析

◦ インセンティブ獲得支援
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移転価格チーム
担当パートナー一覧（アルファベット順）

1997年勝島敏明税理士事務所（現・税理士法人トーマツ）に入所。2001年Deloitte & Touche 
LLPワシントンDC事務所勤務に赴任。2004年税理士法人トーマツに帰任。2013年KPMG税理士
法人に入所。『実務ガイダンス 移転価格税制』（中央経済社）『Transfer Pricing Manual』（BNA 
International）など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。

Email： koichiro.fujimori@jp.kpmg.com

藤森 康一郎 Koichiro Fujimori

1996年KPMGピートマーウィック東京事務所（現・KPMG税理士法人）に入所。『海外進出企業の
ための移転価格税制の実例と対策』（中央経済社）など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。

Email： daisuke.horiguchi@jp.kpmg.com

堀口 大介 Daisuke Horiguchi

2000年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）大阪事務所に入所。米国事務
所勤務を経て、現在に至る。税理士。専門書、雑誌記事等の執筆多数。

Email： kenji.kawai@jp.kpmg.com

川井 健司 Kenji Kawai

1998年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）に入所。税理士。国際税務・旬
刊経理情報など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。

Email： ayako.suzuki@jp.kpmg.com

鈴木 彩子 Ayako Suzuki

1993年朝日監査法人（現・あずさ監査法人）に入所。上場企業の会計監査・株式公開支援業務等
に従事した後、1996年にアーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）に転籍。米国
事務所勤務を経て、現在に至る。公認会計士、税理士。国際税務・税務弘報など、専門書、雑誌記
事等の執筆多数。

Email： jun.a.tanaka@jp.kpmg.com

田中 淳 Jun Tanaka KPMGグローバル移転価格サービス日本代表
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移転価格・関税・無形資産評価等の分野において経済分析、財務分析を担当。海外進出・海外展開
を試みる企業に対し、移転価格・関税・間接税といった海外進出・海外展開に不可欠な税制と各国
の情報や各社の業況と統合・融合した視点から、海外進出国の選定や機能（業務）再配置案、サプラ
イチェーンの再構築等に関わるアドバイスを提供している。

Email： yasuhiko.ito@jp.kpmg.com

伊東 康彦 Yasuhiko Ito

1999年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）大阪事務所に入所。米国事務
所勤務を経て、現在に至る。税理士。関西大学大学院非常勤講師、京都産業大学法科大学院非
常勤講師。税務弘報、国際税制研究など、専門書、雑誌記事等の執筆多数。

Email： masao.mizuno@jp.kpmg.com

水野 正夫 Masao Mizuno

1994年朝日監査法人（現・あずさ監査法人）に入所。上場企業等の監査業務に従事した後、1998
年アーサーアンダーセン税務事務所（現・KPMG税理士法人）に転籍。米国事務所勤務を経て、現
在に至る。公認会計士、米国公認会計士、税理士。専門書、雑誌記事等の執筆多数。

Email： nobuhiro.ohmagari@jp.kpmg.com

大曲 伸拡 Nobuhiro Ohmagari

1984年国税庁入庁。国税庁において、国際業務課長、相互協議室長及び国際企画官、東京国税
局及び大阪国税局において、課税第一部長、調査第一部長及び国際情報課長等、移転価格を中
心とした国際税務関係を歴任。IMF財政局コンサルタントとして加盟国の税務行政支援を行ったほ
か、OECD租税委員会では無形資産取引に係る移転価格ガイドラインの策定と改定に関与し、国際
連合国際租税委員会では移転価格実務マニュアルの策定に関与。2013年10月よりKPMG税理
士法人入所。税理士、経営法博士。専門書、雑誌記事等の執筆多数。

Email： nobuhiro.tsunoda@jp.kpmg.com

角田 伸広 Nobuhiro Tsunoda

1999年アーサーアンダーセン（税務部門）ニューヨーク事務所に入所。米国企業・日系企業に移転
価格アドバイザリーサービスを提供後、2002年にKPMGピートマーウィック東京事務所（現・KPMG
税理士法人）に入所。『海外進出企業のための移転価格税制の実例と対策』（中央経済社）など、専
門書、雑誌記事等の執筆多数。

Email： tomoko.wada@jp.kpmg.com

和田 知子 Tomoko Wada
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