Japan Business
日本ビジネスに向けて

KrayMan: Japan Business

About Us
KrayMan Consultants is an Accounting & Consulting Firm working for domestic and
International Companies. We are largely assisting Japanese companies in India across
sectors like manufacturing, trading & services.
We have a team of experienced and qualified professionals from Big 4 and MNCs assisting
them on various Indian Accounting, Audit, Tax & Regulatory, Advisory, Compliance and HR &
Payroll services.

会社紹介
KrayMan Consultants は、国内外の企業のために働く会計・コンサルティング会社です。
私たちは、製造・貿易・サービスなどの分野でインドの日本企業を支援しています。
ビッグ 4 および多国籍企業の豊富な経験豊かな専門家チームが、さまざまなインドの会計、
監査、税務＆規制、アドバイザリー、コンプライアンス、HR＆給与サービスを手助けしてい
ます。
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Our Approach


We Focus on Quality First. We believe there is No substitute for Good Quality of Services



We are responsible in our approach. Prompt response on emails and phone calls. We
understand Japanese way of doing business and their thought-process



Our Fee is reasonable and is set at levels to enable us to provide quality services that our
Clients are entitled to expect at all times



Partners are always involved throughout the assignment to ensure timely and quality
delivery of services



We provide custom-made service to meet each of our Client's specific needs



We keep Clients updated with regular alerts, monthly newsletters on Indian regulatory
developments



We offer other specialized services like Internal Financial Controls (IFCs), GST,
compliance management services etc. to Japanese Clients

事業方針


弊社では、主に品質を重要視しております。
サービスが良質である事に勝るものはないと信じております



弊社では弊社の行動に責任を持っております。（電子メール、電話での迅速な対応）
※日本での商文化や考え方を理解しております。



当社では良心的な料金価格を設定しており、
お客様が常に期待することができる質の高いサービスを提供できるレベルに
設定しております。



提携先は、タイムリーに質の高いサービス提供を確保するため、
常に取り組んでおります。



お客様のニーズに合ったカスタムメイドのサービスを提供します。



顧客に定期的なアラート、毎月のニュースレターの更新等行なっております。



IFC（Internal Financial Controls）、GST、コンプライアンス管理サービスなどの他
の専門サービスを日本の顧客に提供しております。
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Service Offerings
1. Entry level strategies: Evaluating and developing the entry level strategies. This will
include analysis of various options [Liaison Office (LO), Branch Office (BO), Project Office
(PO) and / or Subsidiary company in India] from legal, tax and regulatory viewpoint.
2. Assistance in setting up Presence in India: We assist Japanese companies in
obtaining the necessary approvals and licenses as per the applicable laws/regulations.
3. Individual / expatriate related compliances including PAN, FRRO registration, opening
bank account etc.
4. Book-keeping & Payroll Services
5. TDS (withholding tax) related services
6. Audit-support
7. Direct tax compliances




Corporate Tax Return
Transfer Pricing compliance
Personal tax returns of the Japanese staff

8. Indirect tax compliances





Service tax compliance
Sales tax / VAT compliance
Excise compliance
GST

9. Corporate Secretarial compliances
10. RBI / FEMA related compliance
11. Project management



On-call advisory on matters relating to day activities of the company such as
invoicing, liaison with bankers on behalf of the company, collation & interpretation of
financial data, etc.
Liaising with consultant / auditors on behalf of the company

12. Human Resources (HR) advisory
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サービス提供
1. エントリーレベル戦略：エントリーレベル戦略の評価と開発。
法律・税務および法規制の観点からさまざまなオプションの分析が含まれます。
【連絡窓口（LO）、支店（BO）、プロジェクトオフィス（PO）
および/またはインドの子会社】
2. インドにおける支援：日本企業は、適用される法律/規則に従って、
必要な承認およびライセンスを取得する事となる為、そのサポート支援をします。
3. PAN、FRRO 登録、銀行口座開設などの個人/国外関連コンプライアンス
4. 帳簿管理と給与計算サービス
5. TDS（源泉徴収税）関連サービス
6. 監査サポート
7. 直接税の遵守
•法人税の申告
•移転価格のコンプライアンス
•日本人スタッフの個人所得税
8. 間接税遵守
•サービス税のコンプライアンス
•売上税/付加価値税コンプライアンス
•物品税対応
•GST
9. 企業秘書のコンプライアンス
10. RBI / FEMA 関連コンプライアンス
11. プロジェクト管理
•請求書発行、会社の代理人との連絡、財務データの照合および解釈など、
会社の日々の活動に関連する事項にインバウン ドコールアドバイザリー
•コンサルタントとの連絡/会社に代わって監査人
12. 人事（HR）アドバイザリー

For any assistance please contact us at:
communications@krayman.com

4

