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• 甘志成会計士事務所の代表取締役

• 甘志成会計士事務所上海及び広州代表事務所の主要代表者

• R & T Consulting Groupの代表取締役

弊社の創立者
甘志成(Roger Kam)



甘志成(Roger Kam)の個人履歴

甘氏は香港会計士公会、香港税務学会、特許公認会
計士公開、イギリス財務会計士公会及び香港取締役
学会のシニアメンバー、香港証券兼投資学会会員及
び信託遺産執行協会会員及び香港独立非執行取締役
協会総会会員である。甘氏は公認会計士資格を取得
後会計士として18年の実務経験がある。

甘氏は香港大学で理学士優等学位を取得した。彼は
2000年に甘志成会計士事務所及びR & T Consulting
Groupを創立し、現在会社のチーフパートナー、グ
ループの取締役代表、上海及び広州代表事務所支店
の総責任者である。また、彼は会計管理、財務管理、
監査、税務、香港中国及び国際のクロスボーダビジ
ネス及びM&Aコンサルティングに関して25年以上の
経験を持っている。

甘氏は香港総商会、香港中華総商会及び特許会計士
公開など様々な紹介及び専門機関に関する委任会の
会員に任命された。公共事業・会社福祉の方面では
、甘氏は香港赤十字社特殊教育やリハビリテーショ
ンサービス運営委員会のメンバー及び名誉財務管理
者であり、香港赤十字社病院学校及び香港赤十字社
ケネディセンターの経営責任者及び財務管理者を務
めている。また、甘氏は2014年9月から2016年6月
までSMI Holdings Group Limited (証券コード：
198)の独立社外取締役であった。更に、甘氏は2016
年11月中華香港中華総商会(1900年に創立された香
港で最も歴史のある及び規模が大きい商会)の取締役
に任命された。



弊社スタッフが持つ専業資格

• 香港公認会計士協会

• 英国勅許公認会計士

• CPAオーストラリア

• 香港税務学会

• 公認リスク管理監査人

• 勅許書記士管理士協会

• 国際的な信託・相続専門家団体

• 香港証券及び投資学会



2000
香港本社設立

2002
日本客向けの部門を設置

2005

創立メンバーの1社として

Alliance of Inter-Continental 

Accountants ( )を設立

2008
上海及び深セン事務所を開設

2018

広州事務所を開設 重慶、京都及び台北で支店を開設

会社沿革

2014 - 2017

独立メンバーとしてPlante & 

Moran AllianceTMへ加入

EuropeFides SASへ加入

北京事務所を開設

2013

Adam Globalへ加入



＊グループの総社員が50名以上

人員

15年以上

11-15年

5-10年

0-5年

勤続年数

会計士

その他

構成

67％ 80％

20％

17％

10％
6％



香港

中国
日本

アメリカと

ヨーロッパ

その他

地域別

*上場企業あり

顧客

上場企業

非上場企業

日本顧客(親会社が上場企業)

35％

13％25％

15％

12％

17％

83％



法人向けサービス

03.
適正評価サービス

01.
税務顧問

02.
• 中国、香港、国際税務

• クロスボーダー税務アドバイ

ザリー

• Ｒ&Tクループのグローパル

ネットクの専門家による国際

税金対策

• 香港法定会計監査

• 内部監査

• 財務デューデリジェンス

• 特別目的の財務監査

• 香港、中国及びオフショア

法人の設立と維持

• 銀行口座開設サポート

• 簿記サービス

• 人事サービス

• 税務アドバイザリー

弊社のサービス



弊社のサービス

個人向けサービス

04.

• 香港及び中国個人税金対策

• 就労ビザ申請

• 移住アドバイザリー

• 委託アドバイザリー

クロスボーダー
(インバウンド - アウトバウンド)

投資

05.

• 中国と国際のビジネス促進と

サポート

• 企業併合買収アドバイザリー

顧問サービス

06.

• 株 式 公 開 前 の ア ド バ イ ザ

リー

• 企業統治 と 危機管理の審査

• 内部統制の審査

• 上場企業の顧客に会社秘書

サービスの提供



弊社のアジア事務所及びネットワーク

弊社の事務所

香港、北京、重慶、上海、深セン、台北、京都

Alliance of Inter-Continental Accountants (AicA)

重慶、 福岡、 ハノイ、ホーチミン市、 香港、

ジャカルタ、クアラルンプール、上海、シンガポール、
台北、廈門

(www.aicaglobal.com)

Chongqing Shanghai

Beijing

Kyoto

Fukuoka

Xiamen
Taipei

Hanoi

Ho Chi Minh City

Kuala Lumper

Jakarta

Shenzhen



弊社が加入した連盟及び商会

• 香港総商会

• 香港中華総商会

• 九龍商工会議所

• 上海香港専業連盟

• 香港上場企業会議所

• 香港日本文化協会

• 香港日本人商工会議所

• 香港ドイツ商工会議所

• 香港オランダ商工会議所

• 香港南カリフォルニア商工会議所



ヨーロッパ

オーストリア

ブルガリア

キプロス

チェコ共和国

フランス

ドイツ

イタリア

ラトビア

ルクセンブルク

マルタ

オランダ

ポルトガル

セルビア

スペイン

スイス

イギリス

アジア

中国

香港

インド

レバノン

シンガポール

土耳古

弊社のグローバルネットワーク

EuropeFides SASの会員

(www.europefides.eu)

EuropeFidesは独立な中小規模の税務、監査、会計、法律
事務所より組み立てられた協会です。この協会は、信頼で
きる専門家と地方の管轄地域における高品質のサービスと
専門知識を結び、ますます国際的な国境を越えた市場で競
争できるようにする目的で創設されました。



The Plante Moran Allianceは数多くの独立の会計及
びプロフェッショナルサービスの会社の連合で、その
メンバー同士の中で資源、専門知識、マルチプルの
サービス及び解決策を共有し、相乗効果を活かしより
優れたサービスを顧客に提供します。その連合はアメ
リカで最大の会計及びコンサルサービスの会社の一つ
になります。

弊社のグローバルネットワーク



Adam Globalは法律、会計、コンサルティングの独立系メンバー
より組み立てられた世界最大の総合的なネットワークの1つです。
全てのメンバーはいずれかの分野の専門家またはワン・ストップ・
ショップ・サービスを提供している会社です。
(https://www.adamglobal.com/)

弊社のグローバルネットワーク



免責条項

すべての著作権を保有します。この出版物のいかなる部分も、出版社の
事前の許可なしに複製することはできません。正確性を保証するための
努力がなされている間、パブリッシャーはいかなるエラーについても責
任を負いません。



連絡先

香港本部
Rooms 301-303, Golden Gate Commercial Building,
136-138 Austin Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon,
Hong Kong
: (852) 3105 3175 (日本語) / (852) 2381 7447 (英語/中国語)
 : japan@rogerkam.com / japan@rnt-consulting.com

中国
Room 2005, 20/F., Long Yu International Business Plaza, No. 
329 Hengfeng Road, Jing'an District, Shanghai, China
: (86-21) 6415 6292 / 3363 2008 (英語/中国語)
:  shanghai@rogerkam.com / shanghai@rnt-consulting.com

www.rogerkam.com  /      www.rnt-consulting.com


