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インド進出企業の海外事業部門･経営企画部門・経理部門の担当者の皆様へ 

緊急開催！インドフォローアップセミナー 

GSTのアップデートと制度移行対応のポイント 
主催：太陽グラントソントン（グラントソントン加盟事務所） 

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

さて、今般、『GST のアップデートと制度移行対応のポイント』と題しインドビジネス関係者向けセミナー

を東京で開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。 

インドの複雑な現行間接税制を抜本的に変更し、インド全土に統一的な間接税である GST (Goods and 

Services Tax) を導入する議論が始められて約 15 年、いよいよ GST 導入が最終段階となりました。2017

年 5 月 18 日、19 日に開催された GST 評議会では、物品・サービスごとの GST 税率が最終決定され、  

7つの諸ルールも最終承認されて、2017年 7月 1日の GST導入が現実味を増しました。今後のインドビ

ジネスを考える上で GST を正しく理解し、適切に対応することに加え、現在すでに行われているインドビ

ジネスに関して GSTへの移行に適切に対応することが必要不可欠といえます。 

今回は、グラントソントン・インディアのジャパンデスク担当者、太陽グラントソントンのインドデスク担当

者を講師に迎え、現地の最新情報とともに、GSTへの移行に関するキーポイントを解説します。 

皆様におかれましては、ご多用のこととは存じますが、ご参加を心よりお待ち申し上げます。 

敬具 

開 催 概 要 

日 時 2017年 6月 19日(月） 15：30～17：00 (受付：15：00)  

会 場 太陽有限責任監査法人 イベントホール 

東京都港区赤坂 8-1-22 NMF青山一丁目ビル 7階 
*東京メトロ銀座線、半蔵門線、都営地下鉄大江戸線 

「青山一丁目駅」より徒歩約 5分 

定 員 50名（1社 2名様まで） 
＊定員になり次第締め切らせていただきます。 

参加対象 インド進出企業の海外事業部門・経営企画部門  

担当役員・部長の皆様 

参 加 費 無料 

お申込み  右の QR コードよりアクセスいただくか、下記 URLよりお申込みください。 

http://www.grantthornton.jp/seminar/ 

 

 

お問合せ  太陽グラントソントン セミナー事務局（担当：藤澤）Tel: 03-6438-9395 E-mail: info@jp.gt.com 

 

 

2017年 5月吉日 
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プ ロ グ ラ ム 

15：00～15：30 開 場／受付開始  

15：30～16：30 GSTのアップデートと制度移行対応のポイント 

・インドGSTの最新情報と日系企業への影響 

・GST移行に関するキーポイントの解説 

講師：花輪 大資 グラントソントンインディア ジャパンデスク ディレクター/公認会計士（日本） 

講師：ゴーラフ マルホトラ 一般社団法人太陽グラントソントン インドデスク 責任者/会計士（インド） 

16：30～17：00 質疑応答  

＊プログラム内容、講師については変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

講 師 紹 介 

花輪 大資 グラントソントンインディア ジャパンデスクディレクター/公認会計士（日本） 

2006年太陽有限責任監査法人入所後、法定監査、IPO支援業務、デューデリジェンス業務、国際関係業務等に従事。
2013年 8月より現職。在印日系企業の支援のほか、雑誌等へのインドビジネス情報の記事執筆等を通じて、日印の     
ビジネスの架け橋として活動中。 

ゴーラフ マルホトラ 一般社団法人太陽グラントソントン インドデスク 責任者/会計士(インド） 

2006年グラントソントン・インディア入所後、2013年 9月より太陽有限責任監査法人に出向。2016年 8月より現職。      
インドへの投資やインド企業との取引を検討している日系企業及び多国籍企業のサポートを行っている。 

 

グラントソントン・インディア 
グラントソントン・インディアは、インド国内有数の監査、税務、アドバイザリー事務所です。国内 12 都市(New Delhi, 
Ahmedabad, Bengaluru, Chandigarh, Chennai, Gurgaon, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai, Noida, Pune)のオフィスと各都
市に提携事務所を有し､3,000 人超の職員が､幅広いマーケット､産業セクターの豊富な経験をもとに､コンプライアンスサ
ービスとビジネス成長の最適ソリューションを提供しています。また､コーポレートファイナンス､リスク＆オペレーション､フォ
レンジックおよび調査業務といった幅広い専門サービスラインをそろえ、テーラーメイドのソリューションを提供しています。 
www.grantthornton.in 
 

Indo-Japan Desk 
日印双方のグラントソントンにそれぞれ日本人会計士、インド人会計士を派遣し、両国におけるスムーズなビジネス      
サポート体制を整えています。お気軽に下記担当者までご連絡ください。 
ジャパンデスク担当(インド駐在) 花輪大資 daisuke.hanawa@in.gt.com 
インドデスク担当(日本駐在) ゴーラフ マルホトラ malhotra.gaurav@gtjapan.or.jp 
 

太陽グラントソントン 
グラントソントンは、世界 130 カ国以上・700 以上の拠点を有する国際会計事務所ネットワークです。 日本では、太陽    
グラントソントン（太陽有限責任監査法人、太陽グラントソントン税理士法人、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式  
会社、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、太陽グラントソントン・アカウンティング
サービス株式会社）がグラントソントンの日本メンバーとして、国際水準の監査のほか、会計、税務、企業経営全般の     
コンサルティングサービスを提供しています。 
www.grantthornton.jp 
 
【国内拠点】 
本部・東京事務所、大阪事務所、神戸オフィス、名古屋事務所、北陸事務所、福井オフィス、富山オフィス 

【ジャパンデスク】 
中国 (北京、上海、広州/香港 )、インド、インドネシア、シンガポール、タイ、台湾、フィリピン、マレーシア、                       
ベトナム(ホーチミン、ハノイ)、オーストラリア(メルボルン、ブリスベン)、米国(シカゴ、ニューヨーク、サンフランシスコ、           
アーバイン）、メキシコ、英国、フランス。 

 

 

 

 

 


