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Japanese investments 
in Brazil

ブラジル社会や経済発展の歴史は、 
強く日本文化の影響を受けています。 
この影響は、歴史的な友好関係や日 
本人移民コミュニティーの存在に起 
因しています。 

このような状況は、今後もブラジル 
と日本の良好な関係を継続させるで 
しょう。

2018年は、ブラジルへの日本人移民 
110周年を祝う年です。その前年と 
なる今年、ブラジルでは、ジャパン 
ハウスがオープンしました。 
このジャパンハウスは、二国間の 
関係強化と、さらなる発展を深める 
ために発足しました。 
歴史や文化などの多くの分野で 
のイベントを開催し、日本の心を 
より多くの人に知ってもらうことが 
目的です。

日本企業の投資は、様々な産業分野 
で行われています。最近、多くの投 
資が製造業（例えば、金属、自動車、 
石油やガス、バイオ燃料関連機器、 
製紙やパルプ、輸送関連機器）に向 
けられています。その他重要な産業 
分野は、電力・ガス・に次いで 
金属鉱物となっています。
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Opportunities

グローバルに事業展開する大手企業が
初めてブラジルに進出する際に採用す
ることの多いグリーンフィールド投資
（新規の法人設立）から、商社のよう
に既にブラジルで事業展開している企
業による事業拡大まで、日本企業の事
業戦略はさまざまです。PwCブラジル
は、これら日本企業によるブラジルへ
の新規投資に際し、以下のような側面
からサポートを提供します。 

 

  

• 日本企業における異なるビジネス
カルチャーを十分に理解し、豊富
な経験を有するプロフェッショナ
ルでPwCブラジルのジャパンデス
クチームは構成されています。  
日本企業は、「独自の企業文化」 
に基づき、事業展開を行います。 
企業文化を理解するジャパンデス 
クチームが日本企業クライアント 
に業務提供をいたします。 
また、PwCジャパンには、ブラジ 
ルデスクを設置し、ブラジルの事 
業環境に精通したPwCのネットワ 
ークにより日本企業クライアント 
のニーズに合った高品質のサービ 
スを提供しています。

• ブラジルには、石油・ガス、鉱山・

農業のような魅力的な投資分野で

ある重要な天然資源があります。

日本の商社は、数十年にわたり、

このほとんどの分野へ投資していま

す。PwCブラジルのジャパンデスク

は、これらの企業を継続的にサポー

トしており、この分野における長年

の経験に基づきM&A業務を提供して

います。

• 景気後退後、政府は、様々な対策を

通して、インフラ、農業関連産業、

健康、公共サービス、食品・飲料、

小売、リテール等の分野での日本の

投資家の関心を引き付けるよう努力

しています。PwCブラジルのジャパン

デスクチームは、日本企業がブラジ

ルにおいて、投資及び事業拡大する

際のサポートを支援します。

• 国際的な日本企業は米州地域を統括

するアメリカに、その統括機能を置

いています。グローバルPwCジャパ 

ニーズビジネスネットワークが、 

PwCブラジルのジャパンデスクと 

PwC米国のジャパンデスクプロフェッ 

ショナルとの連携を緊密にしてい 

ます。 

 

• 日本企業は、ブラジルマーケット

の規模、人口増加やクレジット消

費の拡大により、この潜在的なブ

ラジルマーケットに長期投資を行

っています。 

ジャパンデスクのプロフェショナ

ルは日本とブラジルの法規制環境

を理解し進出の初期段階から現地

税務及び規制への遵守について最

も有利な税務戦略を立案し、長期

投資戦略を支援いたします。

• ブラジルにおける複雑な税制シス
テム及び労働法は、ブラジルに進
出する企業にとっての障壁となり
ます。 PwCブラジルのジャパンデ
スクチームは、日本企業が複雑で
様々な規制環境を理解し、最善の
投資戦略の決断を行えるようサポ
ートします。PwCブラジルでは　
税務インセンティブの識別（ブラ
ジルの各州により異なる）及びブ
ラジル移転価格税制に係るサービ
スを提供しています。
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We speak your 
language

PwCは世界158か所のテリトリーに23万人

を超えるプロフェショナルが在籍するネ

ットワークファームです。監査及び保証

業務、税務コンサルティング、ビジネ

スコンサルティング、トランザクショ

ン サービスを提供しています。PwCブラ

ジルは1915年創立以来、ブラジル国内で

ビジネスを行っており、現在4200人のプ

ロフェッショナルが 17事務所に在籍し

ています。

PwCブラジルは、日本企業が持つ独自の

企業文化とビジネス戦略の理解が重要で

あると考え、ジャパンデスクを設立し、

クライアントニーズに合った日本企業の

ブラジル進出時の事業運営上、又は事業

計画立案を行う上で必要となるサービス

を提供しています。

PwCブラジルのジャパンデスクによるサ

ービス提供は、次のような点で差別化さ

れています。

• PwCは、強固なグローバルネットワー

クと日本における存在感を有し、 

世界中のPwCオフィスに存在するジャ

パニーズビジネスネットワークを通

じて、日本企業クライアントの情報

共有が可能であり、クライアントニ

ーズに沿った高品質なサービスを提

供しています。

• 日本語およびポルトガル語でのコ 

ミュニケーションが可能な、日本で 

の業務経験、又はブラジルにおいて 

日本企業に対する業務経験から日本 

企業文化を深く理解したプロフェッ 

ショナルがサービスを提供いたしま

す。ジャパンデスクには日本人プロ 

フェッショナルを配置しPwC日本と 

の強力な関係を駆使し、日本企業に対 

する業務開発及びプロジェクトを 

成功へ導く重要な役割を果たしてい 

ます。

• ジャパンデスクのプロフェッショナ 

ルは、各自の専門分野（アシュアラ 

ンス、税務、アドバイザリー）を有 

しており、他社にはない強みとなっ 

ています。

• PwC はアシュアランス、アドバイザリ

ー及び税務コンサルティングのサービ

スを提供する、ブラジルで高い知名度

を誇る最大級のプロフェッショナルフ

ァームです。

• PwCブラジルのプロフェッショナルは、

産業別に専門化されており、マーケッ

トにおける深い見識を持ち、高品質で

優れたサービスを提供しています。
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How PwC can help

国際ビジネスマーケットでは事業展 

開を行う上でのソリューションが求 

められており、ブラジルで事業を展 

開する日本企業クライアントをサポ 

ートするために、ジャパンデスクを 

設立しました。

PwCブラジルは、ジャパンデスクに 

おける日本企業文化への特化した理 

解、及び多様なバックグラウンドを 

有するスタッフを結集し、PwC日本 

と一体となって業務を遂行していま 

す。日本企業がブラジルへ投資を行 

う際、もしくはブラジル企業が日本 

市場への投資を行う際のサポートを 

行っています。

PwCブラジルは、クライアントに対し

てブラジルマーケットでの効果的な

事業展開を行うための堅実かつ継続

可能なソリューションを提供してい

ます。PwCブラジルは、適格なスペシ

ャリストとメソドロジーを用い、 

クライアントの信頼と事業運営に貢

献いたします。

PwCブラジルは、アシュアランス、

アドバイザリー及び税務コンサルテ

ィングチームに、各産業分野におけ

るプロフェッショナルと長年蓄積し

てきた経験を有しています。PwCブ

ラジルはクライアントのご要望に応

じ、完全で、統合されたソリューシ

ョンを提供し、クライアントのパフ

ォーマンス向上、オペレーション、

ファイナンス、組織、ITマネジメン

ト向上、サステナビリティ、ガバナ

ンス、リスクおよびコンプライアン

スを向上させるサービス提供をいた

します。

アシュアランス

PwCブラジルは、産業特有のリスクに 

対応するため、その産業及び業種に精 

通したプロフェショナルによりチーム 

編成を行い、より専門性の高いサービ 

スを提供しています。PwCブラジルは、 

国際業務経験豊富なプロフェショナル 

を通じて、法定財務諸表監査だけでな 

く、国際財務報告基準（IFRS）、米国 

会計基準（US GAAP)に準拠した監査業 

務を提供しています。

• 法定財務諸表監査

• IFRS による財務諸表監査

• US GAAP による財務諸表監査

• 連結パッケージの監査

• 内部統制監査(US-SOx,J-SOx etc.)

• システム監査

• その他の任意監査

• キャピタルマーケッツ＆ 

会計アドバイザリー業務
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税務コンサルティング

法人・個人の税務申告の作成支援に 

加え、税務調査対応や税務リスクマ 

ネジメント、税務デュー・ディリジ 

ェンスに係るアドバイス業務を提供 

しています。国際税務、移転価格税 

制対応、M&A、組織再編に係る税務コ 

ンサルティングなど、PwCグローバル 

ネットワークを駆使したサービスを

提供しています。

• 法人税コンプライアンス

• 税務プランニング

• 移転価格コンサルティング

• 法人税申告業務

• 個人所得税申告業務

ビジネス・マネジメント

コンサルティング・サービス

さまざまなビジネス上の複雑な課題に 

包括的な財務および戦略的なアドバイ 

スを提供しています。

• ストラテジー

• ファイナンス

• オペレーション

• IT関連-ストラテジー及び

• セキュリティコンサルティング

• 人材・組織・改革 - 人事コンサ 

ルティング

• 税務、ファイナンス及び人事ア 

ウトソーシング

• コーポレート・リスクマネ 

ジメント及びコンプライア 

ンス

• フォレンジックサービス

• 内部監査

• アクチュアリーサービス

• コーポレートガヴァナンス

• プロジェクトマネジメント

• 組織開発コンサルティング

• ビジネスプロセスコンサルティング

• リスクバリュー・マネジメント

• サステナビリティ 

Ｍ＆Ａ支援＆ファイナンス・

ストラクチャリング

ブラジル国内及び国際業務経験豊富

な300人近くのプロフェショナル・ス

タッフがクライアントの事業展開の

お手伝いをいたします。 

M&Aや事業再生・再編を通じて、クラ

イアントにとって、より最適なディ

ール及び価値創造ができるようお手

伝いします。

PwCブラジルは、戦略立案や潜在する

リスク分析を行い、フルデューデリ

ジェンス（コーポレート、税務、財

務及ビジネスデューデリジェンス）

をサポートいたします。 

案件の発掘から実行面でのバリュエ

ーション、交渉支援及び案件の価値

向上など継続したサービスを提供い

たします。

PwCブラジルのジャパンデスクは、日本企業文化へ
の特化した理解及び多様なバックグラウンドを有す
るスタッフを結集し、PwC日本と一体となって業務
を遂行しています。
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PwC publications

PwCブラジルは、日本企業のブラジルでの事業展開をサポートいたします。 

日本企業にとって、有用なナレッジを集約し、ご利用いただけるように以下

の出版物を作成しています。

Tradition in creating value  
for Japanese clients 

三ヶ国語会計用語集

 

三ヶ国語ビジネス用語集

Doing business and 
investing in Brazil 

Doing deals in Brazil ポルトガル語・日本語法律用語集
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お問い合わせ先 

PwC Brazilジャパンデスク

PwC Japan ブラジルデスク

レオナルド・デローゾ
leonardo.delloso@pwc.com 
+55 (11) 3674 2651
+55 (11) 99970 3010 

ホドリゴ・バストス
rodrigo.bastos@pwc.com 
+55 (11) 3674 2651
+55 (11) 98426 3367
 

マルコ・クアドロス
marco.quadros@pwc.com 
+55 (71) 99677 1133

川村 健 
ken.kawamura@pwc.com 
+81 090 4958 5153

リカルド 岡田 山本 
ricardo.okada-yamamoto@pwc.com 
+81 080 3598 1677

富田 宏 
hiroshi.h.tomita@pwc.com 
+81 080 4347 2959

加藤 雅規 
masanori.kato@pwc.com 
+81 03 5251 2536

石原 智仁 
tomohito.ishihara@pwc.com 
+81 080 9660 0496

坂野 俊哉 
toshiya.banno@pwc.com 
+81 080-9658-2388

小林 昭夫 
akio.kobayashi@pwc.com 
+81 080 3158 6271

吉永 秀宣 
hidenori.yoshinaga@pwc.com 
+81 080 1245 3150

カロリーナ 坂間 
carolina.sakama@pwc.com 
+55 (11) 99591 0825

ウィリアム オリヴェイラ 
william.oliveira@pwc.com 
+55 (11) 99861 0828

PwC Brasil

@PwCBrasil

PwC Brasil
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