
日系企業インドセミナー Japan Desk Seminars



Greetings! 

インドセミナーのご案内

Nangia Andersen LLP Japan Desk Seminars

We welcome you to join our Japan webinars to provide various insights.

Language: 

facilitation in Japanese and presentation in English (with Japanese translation)

Registration with Japan Desk: 

Please send your name/email address/organization name/question (to be answered in the webinar)/ 
request etc. to Wakana Hosono (Nangia Andersen LLP- Director of Japan Desk). 

Wakana.hosono@nangia.com

インドセミナー

・参加者のお名前と電子メールアドレスはナンギアアンダーセンのみが各種ご案内・ご連絡、名簿作成及びお問合せ対応の目的で取り
扱い、同意を得ることなく利用したり公表されることはございません。

・事前の「Zoom」のダウンロード（「画面の共有」機能を使用のためパソコンからのご参加が便利です）を推奨させて頂きます。Webブ
ラウザでの参加も可能です。

・マイクミュート、ビデオオフにての状態での設定でのご参加をお願い致します。

・セミナーの録画配信は行っておりません。

・費用は一切かからず、途中参加や離席等可能ですので、お気軽にご参加いただければ幸いです。

・ご不明点、ご質問、ご要望等お気軽にお申し付け下さい。

参加方法：

対象のセミナー開催日／お申込者様のお名前／電子メールアドレス／所属名／ご質問（当日回答予定）／ご要望等 をナンギア
アンダーセン細野にお知らせ下さい

Wakana.hosono@nangia.com

mailto:Wakana.hosono@nangia.com
mailto:Wakana.hosono@nangia.com


Japan Desk Seminars

Aug 2019 – July 2021

Year & 
Month 

Topic
Speakers from Nangia 

Andersen LLP

Aug 2019 
India as an Investment Destination – study emerging Startups in India from India 
business entry perspective

Suraj Nangia
Rohit Goyal

Jul 2020
COVID-19 Impact - Impact on various industries/ internal control 
environment/financial statement, and emerging financial considerations 

Suraj Nangia
Prateek Agarwal

Aug 2020 Insight and case study - possibility of India and manufacturing shift from China
Suraj Nangia
Rohit Goyal

Sep 2020 Incentives in 2020- MSME registrations, SPECS and PLI Suraj Nangia

Oct 2020 Webinar on Business Possibilities Oct 19, 2020 Wakana Hosono (MC)

Oct 2020 Structuring of India business including shareholder agreement and investment ratio Suraj Nangia

Nov 2020
Growth and promotion of domestic manufacturing under Make In India/ Patents and 
IP in India 

Nischal Arora
Mayank Arora

Dec 2020
Business Models for Distribution and Manufacturing (India-Japan Transfer Pricing 
Plan) 

Rahul Mitra
Nitin Narang

Feb 2021 Production Linked Incentive Scheme (PLI) for 10 Champion Sectors Mayank Arora

Mar 2021 Introduction of India projects from Sojitz and Nippon Signal Wakana Hosono

Mar 2021 Webinar on Production Linked Incentive Scheme (PLI) for JCCII 
Nischal Arora
Mayank Arora

Apr 2021 Introduction of activities for CSR in India Sandeep Jhunjhunwala

Jun 2021 Due diligence for risk mitigation
Srinivasa Rao
Tauwfiq Wahidi

July 2021 Elucidating Indian Dividend regime Vishwas Panjiar



日系企業インドセミナー

２０１９年８月～２０２１年７月

開催年月 テーマ 共同

２０１９年８月 インド市場参入の観点からのスタートアップ企業研究

２０２０年７月 コロナ禍の財務面でのインド各業界・内部統制環境・決算上の影響及び検討事項

２０２０年８月 インドの可能性と中国からの生産拠点シフトに関する考察とケーススタディ マナスコーポレートパートナーズ

２０２０年９月
２０２０年事業支援策としての中小企業登録制度と電子部品・医療機器・医薬品製造促進措
置

２０２０年１０月 ２０２０年１０月１９日 インドビジネスオンラインセミナー
大﨑様
バプジ様
橋本様

２０２０年１０月 インド事業構成のための株主間契約や投資比率等 隼あすか法律事務所

２０２０年１１月 Make in India下でのインド国内製造成長と推進及びインド特許・知財 S.S.RANA & Co.

２０２０年１２月 移転価格税制の観点から実効税率等で検討する流通・製造モデル

２０２１年２月 人材会社・不動産会社共同インドビジネスオンラインセミナー
JAC Recruitment India
Pyramid Relo

２０２１年３月 日系企業による南インド工業団地・インドインフラ整備等活動紹介オンラインセミナー
双日株式会社
日本信号株式会社

２０２１年３月
JCCII会員様向けインド生産連動型優遇策（PLI：The production-linked incentive）オン
ラインセミナー

２０２１年４月 インドCSＲに向けた取り組み情報オンラインセミナー
Gaurav Enterprises
一般財団法PBPCOTTON

２０２１年６月 リスク軽減のためのデューデリジェンス Titus & Co

２０２１年７月 インド配当制度 Opportunities & Limitations of Dividend



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■４５分

「インド配当制度 Opportunities & Limitations of Dividend」

概要： 配当分配・その他還流の戦略に関するインドの税法・会社法観点からのインド配当制度

前例のない健康・財政危機の中でステークホルダー（関係者）・経費への義務を果たすことが大変になっています。多くの日本の商
社のような多国籍企業では異なる国・地域があり、キャッシュフローの管理が独特の課題です。

インド企業からの配当まわりの規制枠組にはチャンスと制限があります。インドの規制に関して幅広く、インドの文脈での配当・配当に関
するインド税制・実行可能な効率性についてご紹介致します。

関連業務： 効率的な利益抽出の戦略アドバイザリ（M＆A、事業取引、利益抽出・会社法・所得税法関連支援）

２０２１年７月度
インドセミナー

２０２１年７月９日
午前１１時３０分 午後３時

（担当）ビシュワス パンジアル（Vishwas Panjiar）
• インド税務・規制面 実務経験１８年以上
• 会計士

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「リスク軽減のためのデューデリジェンス」

（第１部）不正行為リスク軽減のデューデリジェンス（Forensicの実施） 約３０分

コロナ禍で新規リスク・変化にさらされる中で、汚職の内部告発・職業上の詐欺罪等のホワイトカラー犯罪・内部告発申立・従業員と
業者の共謀・横領・日系企業の場合自動車スクラップなどを代表とした不正行為の報告が増えており、新旧全事業の不正との遭遇
の可能性を図る、賢明な手段で内部・外部の不正の問題から身を守る企業としての取り組みが必須になっています。デューデリジェン
ス・不正リスク管理、法人・個人対象の調査業務の観点から、様々な事業におけるよくあるリスクとその軽減対策について特に関連分
野を取り扱う管理職に関連する内容を簡単に解説いたします。

（第２部）不動産取引締結の法務デューデリジェンス（所有地の名義・所有権・使用許可等）約３０分

所有地について明確な一連の名義があるか・所有地に債務が課されているか？所有地・所有地の使用の持続性についての係争中
の訴訟があるか？などの確認について簡単に解説いたします。

２０２１年６月度
インドセミナー

２０２１年６月１０日
午前１１時 午後２時３０分

（第１部）
スリニバサ（Srinivasa Rao）
• 実務経験約２５年
• 関連業務１０００件以上

（第２部）
Titus & Co
バルジ―ト様
（Baljit Singh Kalha）
• パートナー弁護士

（第２部）
Titus & Co
ルプール様
（Nupur Singh）
• パートナー弁護士

法律事務所（インド）

タイタスアンドカンパニーとの

共同開催

（第１部）
トフィーク（Tauwfiq Wahidi）
• リスクアドバイザリ実務経験約９年

開催済

約３２名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語 ■６０分

「インドCSＲに向けた取り組み情報オンラインセミナー」

（第１部）インドで行う企業ＣＳＲ（２０１４年～本年改正法、対象・非対象活動、支出・実施手段・コンプライアンス 約２０分

（第２部）コロナ禍において最も役立つ道具（Most Advanced Saving Kit）マスク（MASK）供給のための取り組み 約１５分

（第３部）インドの綿農家の課題を解決するための取り組み 約２５分

ゲストスピーカー３名にご登壇頂きました

２０２１年４月度
インドセミナー

２０２１年４月２３日
午前１１時３０分 午後３時

開催済

約２４名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）
サンディープ（Sandeep Jhunjhunwala）
• 会計士
• バンガロールオフィス
• 国際税務アドバイザリを中心にインド法人税・規

制関連業務実務経験１４年以上

（第２部）
Gaurav Enterprises
ディーパック 様（Deepak Kumar Vijay）
• １９７８年より技術実習・輸出・メディア業界で

日本事業に携わり、インドで衣類関連業務従事、
現在デリーのＮＧＯで活動中

（第３部）
一般財団法人PBPCOTTON代表理事
葛西 龍也 様
• これまでの活動に関する書籍「セルフ・デベロップメ

ント・ゴールズSDGs時代のしあわせコットン物
語」が本年発刊（同月東洋経済に登場）

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語のみ ■６０分

「日系企業による南インド工業団地・インドインフラ整備等活動紹介オンラインセミナー」

（第１部）チェンナイの工業団地「双日マザーサン工業団地（Sojitz Motherson Industrial Park：SMIP ）」 南インドの魅
力、よくある土地関連トラブル例 約２０分

（第２部）インドのインフラ整備（デリーメトロ8号線信号PJ）における本邦企業の取組事例 約１０分

（第３部）インド埼玉県人会＜デリー・グルガオン地域＞の日本人交流 約１０分

ゲストスピーカー２名にご登壇頂きました

２０２１年３月
インドセミナー

２０２１年３月８日
午前１１時３０分 午後３時

開催済

約６５名の方のご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第３部）

細野 若菜

（第１部）
双日株式会社、産業・都市基盤開発部

那須野 晃伸 様

• 「Sojitz Motherson Industrial Park」

https://smip-india.com/nihongo/

（第２部）
日本信号株式会社（Nippon Signal Co.,Ltd.）
平賀秀樹 様
• デリープロジェクトオフィス（Delhi Project Office）
• インド駐在５年

https://smip-india.com/nihongo/


■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「JCCII会員様向けインド生産連動型優遇策（PLI：The production-linked incentive）オンラインセミナー」

概要： PLIの主要１０分野（４月運用予定）の最新情報及び質疑応答

２０２１年３月
インドセミナー

２０２１年３月１０日
午前１１時３０分 午後３時

開催済

JCCIIより約９名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

ニスチャル（Nischal Arora）

• 会計士

• 海外投資構造、外国投資規制法、事業認可取得関連
実務経験１５年以上

マヤンク（Mayank Arora）

• 会計士

• インド公共政策及び政府関連事業機会・手続業務
実務経験１０年以上

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「人材会社・不動産会社共同インドビジネスオンラインセミナー」

（第１部）インド生産連動型優遇制度PLI：The production-linked incentiveの主要１０分野（約１５分）

（第２部）日系企業が陥りやすい採用およびマネジメント（約１５分）

（第３部）事前に知っておきたいインド住宅探しのポイント（約１５分）

ゲストスピーカー２名にご登壇頂きました

２０２１年２月度
インドセミナー

２０２１年２月１６日
午前１１時３０分 午後３時

開催済

約３５名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）

マヤンク（Mayank Arora）

• 会計士

• インド公共政策及び政府関連事業機
会・手続業務実務経験１０年以上

（第２部）
JAC Recruitment India 代表

小牧 一雄 様
• 世界１１か国２６拠点・
アジアでの経験と実績２５年以上の
日系人材紹介会社

（第３部）
Pyramid Relo 法人担当
小峯 渉 様
• 日本企業向け物件探し・仲介業務の
• 日系不動産会社

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「移転価格税制の観点から実効税率等で検討する流通・製造モデル」

（１）関税評価・移転価格税制の面からの実効税率の検討

• 法人税仕組みと改正内容

• 改訂後の日本企業インド子会社に対する実効税率

• 流通・製造ビジネスモデル（移転価格税制の観点から）

• 関税評価・移転価格税制（実効税率の検討、バランス）

（２）恒久的施設（PE：固定の事業場所）利益帰属の課題

• 調達・マーケティング業務（代理人PE）

• EPC契約（据付PEへの利益帰属）

２０２０年１２月度
インドセミナー

２０２０年１２月１４日
午前１１時３０分 午後３時

開催済

約４０名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

ラフル（Rahul Mitra）
• 会計士
• 国際課税対策専門
• 元四大監査法人移転価格部門代表
• 税務訴訟を含む実務経験３０年以上

二ティン（Nitin Narang）
• 会計士
• 国際税務担当
• 元四大監査法人勤務
• グローバル企業の移転価格対策実務経験１６年以上

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「Make in India下でのインド国内製造成長と推進及びインド特許・知財」

（第１部）Make in India下でのインド国内製造成長と推進

• ２０１４年導入のMake in India政策動向、印中貿易摩擦 ・現地製造や原料調達推進のための政府措置と概要

• e-commerce分野を含む外国直接投資FDI等の方針や最新の規制法

（第２部）インド特許・知財

• 知的財産法・特許審査におけるインドと日本の違い・インドで知的財産権を取得する際のDos & Don’ts

• インド特許数の業界別比較・スタートアップ企業や中小企業のための特許・e-commerceなどに関するポイントや最新の規制法

２０２０年１１月度
インドセミナー

２０２０年１１月２７日
午後１２時 午後３時３０分

開催済

約５０名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）

ニスチャル（Nischal Arora）

• 会計士

• 海外投資構造、外国投資規制法、事業
認可取得関連実務経験１５年以上

（第２部）

日本語対応可S.S.RANA & Co. 代表弁護士

ビクラント（Vikrant Rana）様

• 国内外企業の知的財産法・会社法関連実務経験２４
年以上

（第１部）

マヤンク（Mayank Arora）

• 会計士

• インド公共政策及び政府関連事業機
会・手続業務実務経験１０年以上

法律事務所（インド）

エスエスラナアンドカンパニー

との共同開催

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「インド事業構成のための株主間契約や投資比率等」

（第１部）現地企業との取引や契約上の注意点

• インド進出のメリット及びデメリット・インドで活動する日系企業の具体例（日系企業の事例を題材としての活動実績）

• インドにおける事業開始にあたっての留意点（インド進出の方法や現地法人のコントロール方法等について株主間契約を中心に
解説）

（第２部）事業拡大のための現地企業との提携上の注意点

• 取引条件上の持分割合（１０・２６・５１％）と影響

２０２０年１０月
インドセミナー

２０２０年１０月２３日
午後１２時 午後３時３０分

開催済

約４０名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）
スーラジ（Suraj Nangia）
• 会計士
• 日系企業コンサルティング担当
• 実務経験約１０年

（第２部）
隼あすか法律事務所
鈴木 康之 弁護士
• 日本企業の海外投資を含めた渉外

業務経験1０年以上

（第２部）
隼あすか法律事務所
柴田 真理子 弁護士
• 海外事業進出を含む一

般企業法務担当

法律事務所（日本）

との共同開催

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語のみ ■６０分

「インドビジネスオンラインセミナー」

（第１部）インド人と日本人の仕事への取り組み方の相違について

（第２部）インド・ケララ州の全体のアピールポイント及び、都市開発・道路建設・建築・準高速鉄道・IT・スマートシティ・ヘルスツー
リズム ・農業・スキル開発などの分野でケララ州における投資やJVの機会について

（第３部）コロナ渦・インド進出のためにできること

ゲストスピーカー３名にご登壇頂きました

２０２０年１０月
インドセミナー

２０２０年１０月１９日
午前１１時３０分 午後３時

（第１部）

日印ビジネスコンサルタント 大﨑 雄二 様
• 日印ビジネスコンサルタント
• インド駐在含む実務経験約３０年

（第３部）
橋本 様
• インド進出予定

（第２部）
バプジ（Bapuji Madala） 様
• ULCCS社 Chief Business Officer – Japan
• インド各産業分野で日本企業と協業、JVや技術

導入を目指し活動

開催済

約４０名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有）■６０分

「２０２０年事業支援策としての中小企業登録制度と電子部品・医療機器・医薬品製造促進措置」

概要：インド進出・参入において特定の業界への投資推進を目的とする政府スキーム枠組と強みについて

（１）インドの中小企業策MSME（Micro, Small & Medium Enterprises）

• 国内での売上高２５億ＩＮＲ未満規模への政策

• 中小登録基準（２０２０年６月改訂）とその利点、外国企業による利用、コロナ禍支援制度

（２）インド製造 電子、医療機器、製薬事業策の導入と利用（適用対象、助成金・補助金、条件等）

• 電子部品・半導体製造促進制度SPECS（Scheme for Promotion of Manufacturing of Electronic Components 
and Semiconductors）

• 医療機器・医薬品対象生産連動型優遇措置PLI（Production Linked Incentive）

２０２０年９月度
インドセミナー

２０２０年９月４日
午前１１時３０分 午後３時

開催済

約２２名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

スーラジ ナンギア（Suraj Nangia）
• 会計士
• 日系企業コンサルティング担当
• 実務経験約１０年

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■９０分

「インドの可能性と中国からの生産拠点シフトに関する考察とケーススタディ」

（第１部）成長するビジネス拠点インドに関する考察・中国からインドへのシフト事例

（第２部）Ｍ＆Ａによる日本企業製造拠点のインドシフト・Ｍ＆Ａのポイント

２０２０年８月度
インドセミナー

２０２０年８月３日
午後１１時３０分 午後３時

開催済

約１３６名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

（第１部）

スーラジ（Suraj Nangia）

• 会計士

• 日系企業コンサルティング担当

• 実務経験約１０年

（第１部）

ロヒット（Rohit Goyal)
• 会計士
• Ｍ＆Ａ投資銀業務専門
• 実務経験約１５年

(第２部）

マナスコーポレートパートナーズ 代表取締役

岡田知也 様
• M&Aアドバイザリ１７年、うち１０年間日印

M&Aにフォーカス

M＆A会社（日本）

との共同開催

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■ＺＯＯＭライブ配信・Q＆A参加形式 ■日本語と英語（和訳有） ■６０分

「コロナ禍の財務面でのインド各業界・内部統制環境・決算上の影響及び検討事項」

• 新型コロナウイルス感染症拡大によるインドにおける各業界（自動車・ヘルスケア・小売・金融・不動産・教育・航空・観光・製薬
等）の事業運営への影響

• 新規リスク発生等の環境変化での会社決算における内部統制や管理の課題

• インド勅許会計士協会監修による資産や収益等２０２０年３月末決算書対策

２０２０年７月度
インドセミナー

２０２０年７月３日
午後１２時 午後３時３０分

スーラジ（Suraj Nangia）

• 会計士

• 日系企業コンサルティング担当

• 実務経験約１０年

プラティーク（Prateek Agarwal）

• Nangia & Co LLP 

• 会計士、監査関係実務経験１４年以上

開催済

約３８名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳



■産業貿易センタービル２階 かながわグローバルビジネスセンター商談室

■日本語と英語（和訳有）■２時間３０分

「インド市場参入の観点からのスタートアップ企業研究」

• 企業買収、合併の点から見た際の投資先としてのインドの魅力

• 近年の成功例を含めたインドのスタートアップ企業動向の概要

• 日本企業のインド企業への投資事例とインド取引契約アドバイス

• 名刺交換、事前お申込企業様個別インドビジネス相談会

２０１９年８月
インドセミナー

２０１９年８月７日 午後２時

ロヒット（Rohit Goyal)
• 会計士、Ｍ＆Ａ・投資銀業務専門
• 実務経験約１５年

開催済

約３７名の方にご参加を賜りました。ありがとうございました。

スーラジ（Suraj Nangia）

• 会計士

• 日系企業コンサルティング担当

• 実務経験約１０年

細野 若菜

• 司会進行・日本語訳
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