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Introduction to GSAP
About Us
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GSAP stands for
G: Global reach, localized presence,
S: Solution oriented approach,
A: Providing personalized Attention, and
P: Partnering with clients for success in
their business

Our mission is
We take pride in our
philosophy of “exceeding
client’s expectation” in
whatever we do. Biggest
reward for our services is a
satisfied and smiling client!!

Team we have
Our management team
represents experts from
industry and profession with
cumulative experience of
more than 80 years of
advising on tax, regulatory
and assurance matters
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Depth of experience we
have
Our senior partners have
experience of more than 14
years each

Multi disciplinary approach
We have blend of Chartered
Accountants, Lawyers,
Company Secretary each with
comprehensive range of
backgrounds and expertise in
different domains/practice
areas
We have global reach
Our associates, based in
Europe and Asia, gives us
global reach and multi-cultural
experience

GSAP & Associates LLP
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GSAPのご紹介
弊所について
GSAP とは省略語であり、そのフルフォーム意
味は下記の通りである
G: グローバル展開（Global reach）および
諸国での現地チームの存在；
S: ソリューション（課題の解決）に向けた
（Solution oriented）アプローチ;
A: 個別に注意（Personalized Attention）を払
うことによるサービス提供）；および
P: 顧客の事業での成功のために顧客のパー
トナーとなり（Partnering with client）
サービス提供を行う。

経験の深さ
弊所のシニアパートナーはそれぞれ
14年以上の経験がある。

弊所の使命
弊所は、「クライアントの期待
を超える」という弊所の哲学に
誇りを持っています。我々の
サービスの最大の報酬は、満足
と笑顔のクライアントである!!

他分野のアプローチ
それぞれ様々なドメイン・プラク
ティスの包括的な背景と専門知識を
有する勅許会計士、弁護士、企業秘
書が弊所チームを構成している
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弊所のチーム
弊所の経営チームは、業界およ
び専門職の専門家により代表・
構成されるチームであり、それ
ぞれの税務、レギュラートリ、
会計・保証業務に係る経験は総
合的に80年超となる。
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弊所はグローバル展開
ヨーロッパ、アジアに所在する弊所
のアソーシエートファームとの共同
作業によるグローバルリーチおよび
多文化的な業務経験を有する。

GSAP & Associates LLP
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Introduction to GSAP
Our Mission and Values

Knowledge base &
expertise

Integrity & values
Service delivery with utmost
integrity, loyalty and
transparency with strong
emphasis on professional
ethics

Highest emphasis
on confidentiality in
handling client sensitive
information

Continuous knowledge
enhancement and upgradation to offer
customized solutions in
vibrant and ever changing
Indian economy
Our vision is three word phrase:
“exceeding client’s
expectation”… to achieve our
mission, we have adopted strategy
to excel in three dimensions of
professional services…
i) integrity & values;
ii) knowledge base & expertise;
iii) service delivery

Determined to compete not
only with others but with
our own selves as well to
bring the best out of us

Service delivery
Step into the shoes of client to deliver
practically implementable cost effective
solutions customized as per client specific needs
Working as client partner instead of service
provider allows us to work in client’s best
interest leaving no stone unturned

GSAP & Associates LLP
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弊所のご紹介
弊所の使命およびバリュー
誠実性かつバリュー

専門的知識および
知識のベース

最高の誠実さ、忠誠心、透明性
を備え、専門職の倫理を重視し
たサービス提供
クライアントの機密情報を扱う
際の機密性を最も重視する
弊所の使命
我々は「期待を超えるサービス」
を提供する使命を実現する
ことを目的に注力を入れている
当該使命を達成するために、弊所の
プロフェッショナルサービスを下記
の3つの側面で優せることの戦略を
採用している
i) 誠実性かつバリュー；
ii) 専門知識および知識のベース；
iii) サービス提供。

絶え間なく変化するインド経
済でカスタマイズされた
ソリューションを提供する
ための継続的な知識強化と
アップグレードをしている

他者とだけでなく、自分自身
と競争して、自分から最高の
ものを引き出すことを決意し
ている

サービス提供
クライアントの立場になり、クライアント固有の事
実に応じてカスタマイズされた、実際に実装可能な
費用対効果の高いソリューションを提供する
サービスプロバイダーではなくクライアントパート
ナーとして働くことで、最善の解決策を実現するこ
とを目視している
GSAP & Associates LLP
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Introduction to GSAP
Value proposition

Trained team
Personalized
attention
We ensure

360°approach personalized
Experience
Global tie-up
Ex-Big4 team
We have mix of
people from
Industry, Big4
and revenue

We have tie-ups
in Asia and
Europe which
brings
international
standards and
cultural ethos

Our team has
combined
experience of
over 80 years in
public accounting
and consulting

With multifunctional teams,
we take holistic
review of problem
from all
perspectives

attention by
senior partners to
tailor made
solution specific
to client needs

We depute
trained team of
professionals that
provide solutions
implementable in
actual work
conditions

GSAP & Associates LLP
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弊所のご紹介
バリュープロポジション

経験ありチーム
個別化したサービ
ス提供
シニアパートナーに
より顧客の特別ニー
ズに応じたテーラメ
マルチ・ファンク
ショナルチームを有 イド解決策のご相談
し、課題についてあ
らゆる観点から全体
的に分析する

360°アプローチ
経験
弊所チームが会計、
コンサルサービス提
グローバル提携
供の80年超に渡る
アジア、ヨーロッパ 総合的経験を有する
元Big4、企業，の のコンサルティング
ファームと提携した、
メンバーから構成
国際標準化を獲得し、
文化の多様性および
弊所は元Big 4メン
バー、業界の専門家、 精神を支える法人で
元税務官史により構 ある

経験のあるプロ
フェッショナルの
チームをアサインし、
実務上の業務環境に
実行可能な解決策の
ご相談

成されている

GSAP & Associates LLP
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Services offered by GSAP

GSAPの提供サービスについて

Service offerings
Business Advisory Services

Accounting and Business
Support Services

Assurance Services

• Entry strategy advisory

• Financial accounting

• Statutory audit

• Setting-up of business

• Payroll administration

• Tax audit

• Transaction advisory

• Secretarial and regulatory
Compliance

• Internal audit

• Compliance diagnostics

• IFRS /Ind-AS advisory

• Valuation

• Special purpose audit

• Virtual CFO

Direct Tax Services

Indirect Tax Services

Insolvency Resolution
Services

• Corporate Taxation

• GST compliance

• IP risk advisory

• Cross border tax advisory

• GST planning and advisory

• Services of

• Transfer pricing

• GST audit

• Expatriate taxation

• GST health check and diagnostic
review

• Tax litigation management
• Tax due diligence and health
checks

- Initial Resolution
Professional
- Resolution Professional
- Liquidator

GSAP & Associates LLP
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提供する役務の内容
ビジネスアドバイザリーサービス

会計およびビジネスサポート
サービス

監査・アドバイザリーサービス

• 進出戦略のアドバイザリー

• 財務会計

• 法廷監査

• 事業の立ち上げ

• 従業員給与管理

• 税務監査

• トランジャクションアドバイザリー

• 秘書的およびレギュラートリーコン
プライアンス業務

• 内部監査

• コンプライアンス診断

• IFRS /Ind-AS アドバイザリー

• バリュエーション

• 特定目的監査

• バーチャルCFO
直接税サービス

• 法人税
• クロスボーダー税務アドバイザリー
• 移転価格
• 赴任社員の課税
• 税務訴訟管理
• 税務デューデリジェンスおよびヘルス
チェック

間接税サービス
• 物品・サービス税（GST）コンプライア
ンス

• GSTプランニングおよびアドバイザ
リー
• GST 監査
• ヘルスチェックおよび診断・レビュー

破産解決サービス
• IP リスクアドバイザリー
• 破産について下記の専門家サービ
ス
- 初期的解決の専門職者
- 破産解決専門職者
- 清算人

GSAP & Associates LLP
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Team GSAP

GSAPチームについて

Sharad Goyal

B.Com, FCA, IP, FAFD

Partner
Corporate and Expatriate Taxation
sgoyal@gsapadvisors.com
+91 9999 25 6677

• Sharad is a Chartered Accountant and founder partner of GSAP. He leads the corporate taxation,
expatriate taxation and regulatory practices at GSAP.
• He has more than 15 years of experience in public accounting and consulting including 9 years with
Deloitte India, and about 3 years’ secondment with Deloitte, Tokyo, Japan. During secondment to Tokyo
he extensively worked with the Japanese companies investment in India with their tax issues.
• He actively assists clients with setting-up of business in India (wholly owned subsidiary company, liaison
office, branch office and project office) with responsibilities like ensuring timely and effective tax and
regulatory compliance management.
• On a regular basis, Sharad advises clients on domestic income-tax, international tax and regulatory
matters like foreign direct investment regulations, issues under foreign exchange control regulations
(FEMA), etc.
• As a litigation professional, Sharad has represented clients before various authorities from assessing
officer level to tax tribunal and the Authority for Advance Rulings (AAR) in matters like tax audit
proceedings, appellate proceedings, seeking tax exemption and relief.
• He has also assist clients with addressing and managing the challenges of home and host country tax
compliance in relation to their globally mobile employee population. This particularly involves an indepth research on the provisions of the relevant tax treaties.
• He has to his credit experience of setting-up India desk for Deloitte India at Tokyo.
• Sharad is also a qualified Insolvency Professional (IP).

GSAP & Associates LLP
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シャラッド・ゴーヤル
パートナー
法人税および海外赴任社員の課税
sgoyal@gsapadvisors.com
+91 9999 25 6677

• 勅許会計士で、GSAPの創設者・パートナ―である。GSAPで法人税、海外赴任社員の課税関係および法務コンプライ
アンスサーポートに従事。
• 15年以上の会計・コンサルティング業務の豊かな経験を有する。その中9年間はデロイトインドデリー事務所に所属
し、また 3年間は日本のデロイトトーマツ、東京事務所へ赴任経験。赴任期間内にはインド進出の日系企業に対して、
税務相談の業務提供に従事。
• 様々な顧客に対してあらゆる形態（子会社、駐在員事務所、支店、プロジェクト・オフィス）でのインド進出・事業
設立の相談・サポートと共に、当該インド進出形態に伴う税務および法務コンプライアンス義務の適時的な、効果的
な履行に係るサポートサービスに積極的に従事。
• 国内税務、国際税務と共に対外直接投資、為替管理制度等に係る法務コンプライアンス対応サポートに従事。
• 訴訟担当として、税務当局、租税裁判所、事前照会当局等で代表出頭し、税務調査対応、訴訟手続き対応および税金
免除・税控除をを認めてもらえるための対応サポート提供に従事
• ホスト国およびホーム国の税務コンプライアンス履行における課題の解決に当たり顧客へのサポートにも従事。本業
務提供において該当国との租税条約の条項について詳細な分析が特に必要となる。
• デロイトトーマツの東京事務所においてインド室の開設の功績も有する。
資格
商業科で大学卒業し、勅許会計士、破産法および司法探索型会計と不正検出のプロフェッショナル資格も有している

GSAP & Associates LLP
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Amar Deep Singhal

B.Com, FCA, LLB

Partner
Transfer Pricing and Risk Advisory Services
asinghal@gsapadvisors.com
+91 8130 59 0839

• Amar is a Chartered Accountant with more than 14 years of combined experience in Big4, Industry and
CA Practice.
• He is one of the founder partners of GSAP.
• He is also a law graduate and leads the transfer pricing (TP), risk advisory, virtual CFO, F&A
outsourcing, corporate finance practices at GSAP.
• During his employment with Ernst & Young (EY), Amar was part of the TP division and served various
clients in different industries and gained in-depth experience and expertise in advising clients on
transfer pricing compliance and litigation matters before revenue authorities and appellate authorities.

• Amar on a regular basis assists clients with preparation of Indian and global TP documentation including
support to finance team to implement the TP models / policies, assisted legal counsel on behalf of client
for tax tribunal matters.
• He also acted as virtual CFO for real estate companies and handled complete outsourced accounts
function for various clients.
• Amar also has relevant experience of implementation of ERP by the external vendor including the
identification of vendor, functionalities, integration of different modules with others, and development of
standard operating procedure, etc.

GSAP & Associates LLP
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アマル・ディープ・シンガル
パートナー
移転価格およびリスクアドバイザリーサービス
asinghal@gsapadvisors.com
+91 8130 59 0839

• 勅許会計士であり、14年以上にわたるBig 4、企業および会計士事務所での豊かな経験を有する。
• GSAPの創設者・パートナーである。

• 大学法学部出身者でもあり、弊所で移転価格、リスクアドバイザリ、バーチャルCFOサービス、財務会計業務委託
サービスおよびコーポレート・ファイナンスプラクティスを率いる。
• 元EYメンバーであり、EYでの移転価格ファンクションを担当し、多岐の企業に所属する多様な顧客へ移転価格税コン
プライアンスおよびインド税務当局、租税裁判所、その他上訴裁判所での代理出頭・訴訟対応サポートの幅広い経験
を有する。
• インドおよびグロバルの移転価格文書化の作成サポートと共に、顧客側の財務部門により移転価格モデル・ポリシー
の導入に対するサポート業務および移転価格関連訴訟案件について顧客代表者として弁護士へのサポート・課題解説
にも従事。
• 不動産会社のバーチヤルCFOとして行動する、またその他多様の顧客の会計委託業務の実施の経験も有する。
• 第三者のIT企業からのERP導入に当たり、ベンダー選定、最低必要な機能構造の判断、様々な該当モジュールの統合
および標準作業手順書作成の対応サポートの経験を有する。
資格
商業科で大学卒、勅許会計士および法学部卒

GSAP & Associates LLP
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Praveen Garg

B.Com, FCA, IP, FAFD

Partner
Indirect Taxation
pgarg@gsapadvisors.com
+91 9999 02 6564

• Praveen Garg is one of the founder partners of GSAP.
• He is a Chartered Accountant with over 14 years of experience in running a propriety CA concern based
on principles of respect for integrity, hard work, dedication and commitment.
• At GSAP, Praveen leads the indirect tax practice. He also has considerable experience of bank audit,
statutory, revenue, stock and concurrent audits, which he continues in GSAP as well.
• As an independent professional Praveen was involved in conducting statutory and internal audits,
consolidation of accounts, review of overall accounting and compliance along with payroll management
for private and public limited companies in diversified industries.

• His area of expertise also includes corporate and project financing and restructuring thereof.
• Praveen has extensive exposure in advising clients in the fields of service tax and Value Added Tax
(VAT) and represented them before various service tax and VAT authorities for audit and appellate
proceedings.
• On rollover of Goods and Services Tax Act, 2017 (GST) he has successfully advised/assisted clients for
its smooth implementation.
• He also got hands on knowledge and experience of establishment, statutory compliance, accounting and
taxation matters of liaison and branch office of foreign companies in India.
• Praveen is also a qualified Insolvency Professional (IP).

GSAP & Associates LLP
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プラビーン・ガルグ
パートナー
Indirect Taxation
pgarg@gsapadvisors.com
+91 9999 02 6564

• GSAPの創設者パートナーである
• 勅許会計士。公正性、健全性、透明性の原則を尊重・促進する個人事業主会計事務所を保有し、その事業運営の14年
間以上の経験と実績を有する。
• GSAPにおいて間接税サービスファンクションを率いる。また、銀行監査、法廷監査、税務監査、在庫監査、同時審査
の幅広い経験を有し、GSAPにおいてもその経験を生かしながらサービス提供に従事。
• 独立勅許会計士として、多岐の業種の公開会社および非公開会社の法廷監査、内部統制監査、連結決算、会計・コン
プライアンスレビューと共にペイロール管理サポートサービスに従事。
• コーポレートファイナンシング、プロジェクトファイナンシング、およびそのリストラクチャリングの専門知識も有
する。
• 旧関節税法におけるサービス税、付加価値税に関するアドバイザリーの幅広い経験があり、該当間接税務当局での税
務調査および租税裁判所での税務調査および訴訟手続きに係る代理出頭サポートの幅広い経験も有する。
• 2017年における、物品・サービス税（GST）の新法の導入後、顧客向けに成功裏に実施サポート提供した。
• 駐在員事務所、海外企業のインド支店の設置、法務コンプライアンス、会計・税務相談サポートの経験も有する。
資格
商業科で大学卒業し、勅許会計士、破産法および司法探索型会計と不正検出のプロフェッショナル資格も有している

GSAP & Associates LLP
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G.G.
C.C.
Srivastava
SrivastavaEx-Indian
Ex-Indian
Revenue
Revenue
Services
Services
Mentor
Mentor
International
International
Tax
Tax
&&
TPTP
Litigation
Litigation
Support
Support
srivastavagirish@hotmail.com
gcsrivastava@gsapadvisors.com
+91
+91
9868
9868
1414
7972
7972

• G. C. Srivastava is a leading tax professional in the fields of International Taxation and Transfer Pricing.
He has been associated with tax in different capacities for about 50 years.
• He is Ex-Indian Revenue Service Officer and spent more than 36 years in the Income Tax Department
working in different positions and assignments like Director General of International Taxation, Joint
Secretary, Tax Policy Division, Joint Secretary, Foreign Tax Division in the Ministry of Finance and in
that capacity he worked as Chief Treaty Negotiator for India and Competent Authority of India under
MAP, represented Govt. of India in OECD, etc.
• He was part of six-man Task Force to draft a new direct tax legislation and was actively engaged in
redrafting of the Income Tax Act. The new legislation is under consideration of the Governenment.
Earlier, he authored the Transfer Pricing law and regulations and monitored its implementation in India.
• He is a regular invitee to take sessions as a guest faculty in elite business schools like MDI Gurgaon,
ICAI, National Academy of Direct Taxes, International Tax Conferences, Bar Association, leading
chambers of commerce in India, etc.
• He has done his Bachelors degree in Law from University of Kanpur and Masters degree in English
Literature from University of Allahabad. He attended course on Tax Analysis and Revenue Forecasting
from Harvard Institute of International Development.

GSAP & Associates LLP
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G. C. スリワスタワ

元国税職員

メンター
国際税務および移転価格訴訟相談サポート
gcsrivastava@gsapadvisors.com
+91 9868 14 7972

• インドにおける国際税務・移転価格案件の第一人者として知られる。税務の分野で、50年程、さまざまなポジション
に就き、仕事をした経験を有する。
• 元国税職員で、インド政府の下で36年以上、様々な重要な地位にありました。インド財務省の国際税務課で長官、税
政策課でJoint Secretary、外国税務課でJoint Secretaryの地位に就任し勤めた経験を有する。インドの租税条約交渉主
担当と相互協議の下である権限のある当局、またOECDにおいてインド政府の代表者としての役割を果たした経験も
有する。
• 新直接税法を起草する6人のタスクフォースの一部であり、所得税法の草案再作成に積極的に関与している。以前は、
移転価格税制、およびインドでのその実施について著述し、OECDでインド政府を代表する経験も有する。
• MDIグルガオン、ICAI、国立直接税アカデミー、国際税務会議、租税裁定所弁護士会、インドの主要商工会議所等のエ
リートビジネススクールでゲストファカルティ（講師）として抗議を行うために定期的に招待されている。
資格
カンプール大学での法学部卒業、法律の学士、アラハバード大学で英文学の修士、およびハーバード大学で税務分析と
収入予測の課程修了・卒業。

GSAP & Associates LLP
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S. P. Singh

Ex-Indian Revenue Services

Mentor
Transfer Pricing & Litigation Support
spsingh@gsapadvisors.com
+91 9818 81 1178

• S. P. Singh (SP, as he is commonly known), is recognized as a leading expert of International Taxation
and Transfer Pricing and is a leading Tax Controversy Management advisor in India.
• While working with the Indian Revenue Service (Income Tax) he participated in negotiation of tax
treaties with more than 30 countries and took part in several Mutual Agreement Procedure negotiations.
He represented India in several international conferences and presented papers.
• He was a member of the Expert Group on Transfer Pricing constituted by the Ministry of Finance. The
report was used for formulating transfer pricing regulations in India.

• He has been recognised as leading Global Tax Litigation Expert for five years 2013 - 2018 and Global
Transfer Pricing Expert for 2013-2016 by International Taxation Review.
• He has co-authored two books on Transfer Pricing and writes regularly for international and national tax
journals and newspapers.
• While in Deloitte, SP lead APA Negotiation team and tax litigation practice. He has successfully argued
several landmark decisions by Authority for Advance Rulings and Income Tax Appellate Tribunal. He
achieved several landmarks in the areas of filing applications and successfully concluding APAs.
• He is a Master of Science (Physics) form Ranchi University, India and MSc (Fiscal Studies), Bath
University, UK.
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S. P. シン

元国税職員

メンター
移転価格および訴訟相談サポート
spsingh@gsapadvisors.com
+91 9818 81 1178

• 元国税職員。通称はSP。国際税務・移転価格専門家の第一人者として知られて、インドにおける租税争論マネジメン
トアドバイザーの第一人者として活躍。
• インド国税職員として勤めていた時に、インドと30国以上の相手国との租税条約締結交渉、および多数の相互協議の
交渉に参加。多数の国際会議において国家の代表として参加し、発表経験を有する。
• インド財務省が構成した移転価格の専門家集団のメンバーとして任命されて、当該集団が出したレポートに基づいて
インドの移転価格税制が形成。
• International Taxation Reviewというオンライン租税出版社により2013年～2018年、連続で5年間、国際税務訴訟
の専門家賞、そして2013年～2016年、3年連続でグローバル移転価格専門家賞を受賞。
• 移転価格につき２個の本の共著者、インド国外および国内の新聞・雑誌のために定期的に記事を書いている。
• デロイトにおいて事前確認制度（Advance Pricing Agreement:APA）プラクティスおよび税務訴訟プラクティスを
率いた。事前照会当局および租税裁判所が画期的な判決を出した案件について該当当局・裁判所で代表出頭し争う経
験を有する。APA申請および成功裡の合意に向けてに当たり
資格
ランチ大学での物理学の修士、英国のBath大学税法のFiscal Studiesの修士
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Tarannum Khan

JLPT N1, M.Com., Diploma in Tax Law

Leader - Japanese Services Group
tarannum@gsapadvisors.com
+91 8826 01 3131

• At GSAP, Tarannum leads the JSG practice and is responsible for coordinating and ensuring quality
services to esteemed Japanese clients.
• She is working in association with the Japanese industry for last twelve years, which includes 7 years of
her work experience with Deloitte as a member of Japanese Services Group, three years as a bilingual
client service support and R&D/Quality Assurance (QA) person in-charge at a Mitsubishi Chemical group
company in India, and further two years at Maruti Suzuki India Limited as an interpreter-QA.
• As part of the JSG team at Deloitte, Tarannum was a single point of contact for varied assignments of
Japanese companies, that includes:
o Regular Corporate Tax, Transfer Pricing/BEPS compliances, assessment and also the litigation at
CIT, ITAT and High Court level involving complex taxation matters like permanent establishment,
tax refund issuance and its overseas remittances to Japan
o Setting up of a subsidiary and closure of Branch Office and Liaison Office in India
o Expatriate tax compliance including withholding tax and income tax return filing. Other tax and
regulatory compliances like obtaining PAN, FRRO registration/VISA extension, ITCC clearance etc.
o Expatriate’s PF and Pension withdrawal and remittance in their individual bank accounts
• She has also worked on assignments like GST registration, forensic investigation for a Japanese retail
giant and trading company respectively.
• She also has experience of internal company level co-ordination for obtaining ISO/TS Certification, and
implementation of ERP from external vendor (Japanese company), and integration of different modules
specific to Accounts (procurement/sales), Production, Procurement, Quality Assurance, Quality Testing,
internal warehousing etc.
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タランヌム・カーン
リーダー - 日系企業サービスグループ

tarannum@gsapadvisors.com
+91 8826 01 3131

• 2019年からGSAP入所。顧客様向けに満足高いサービスのコオーディネーションサポートに従事。
• 日経企業に接しておよそ12年間以上の業務経験を有する。
• 2012年より2019年まで（7年間）デロイトインド、デリー事務所において日経企業サービスグループのメンバーとしてインド進出
日系企業に対しサービス提供に従事。2009年より2012年まで（３年間）顧客サービスサポートおよびR&D・品質保証の担当
窓口として三菱化学グループ会社に務め、2007年より2009年まで（2年間）インドの自動車大手マルチ・スズキ・インディアリミ
テッドの品質保証部門にて通訳者・翻訳者として幅広い経験。
• デロイトインドにおける日系企業サービスグループの担当者として主な経験:
o 法人税、移転価格税・税源侵食と利益移転対処に係る定期的コンプライアンス、税務調査およびCIT、租税裁判所
（ITAT）、高等裁判所での恒久的施設等複雑な税務訴訟案件、税還付金の発行及び日本銀行口座への送金に当たりコ
オーディネーションサポート。
o インドにおいて日系企業の子会社設立および支店・駐在員事務所の閉鎖手続きにつきコンプライアンスサポート。
o 日本からのインド赴任社員に関して源泉税コンプライアンス、所得税申告、税務調査サポートまた納税者番号（PAN）取
得、外国人登録・ビザ取得・延長、帰任に際するインド税務当局から必要な書類等の取得に当たりサポート。
o 帰任後・帰任際、PF積立基金・年金保険料脱退金の申請及び必要に応じ日本銀行口座への送金に当たりサポート。
• 更に日本の小売大手企業のGST登録取得、商社企業に対するフォレンジック調査等にも経験。
• 自動車産業向けのグローバル品質管理基準でありISO/TS認証取得に当たり社内各部門とのコオーディネーション及び第三
者のIT企業（日系企業）からのERP導入に当たり各部門との調整、経理、購買、製造、品質検査及び保証、倉庫管理のモ
ジュール等統合対応サポートに従事。
資格
日本語能力試験N1、商業科で修士、税法のディプロマ
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Kiran Gupta

M.Com, ACS

Manager – Compliance Services
kgupta@gsapadvisors.com
+91 9711 75 0214

•

Kiran Gupta is a Company Secretary with more than 3 years of combined experience in Industry and
CS Practice Firm.

•

Kiran specializes in corporate law matters and corporate restructuring. In her professional experience,
she has advised and assisted companies in various compliance practices like corporate law, litigation,
secretarial compliances and audit, due diligences, XBRL filings, trademark, regulatory matters (like
FEMA, SEBI), mergers and acquisitions, valuation services relating to financial instruments and
valuation of undertaking.

•

Kiran is well versed in liaisoning with various Governments and Non Government authorities and
agencies such as Registrar of Companies (ROC), Regional Directors (RD), Stock Holding Department
(SHCIL), Ministry of Corporate Affairs (MCA), Reserve Bank of India (RBI), etc. She has also
experience in assisting litigation matters before the National Company Law Tribunal (NCLT), High
Courts.

•

Her clients includes Sole Proprietorship Firms, Partnership Firms, Limited Liability Partnership (LLP),
Public Companies, Private Companies, One Person Companies (OPC), Non Banking Financial
Companies (NBFC), Foreign Companies (including their Branch Offices, Liaison Offices and Project
Offices), Non Governmental Organization (NGO) i.e. Society, Trust, Section 8 Companies.
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キラン・グプタ
マネージャー – コンプライアンスサービス
kgupta@gsapadvisors.com
+91 9711 75 0214

• キラン・グプタは会社秘書役有資格者であり、企業および会社秘書役のサポートサービスを提供するファームで３年
以上の総合的な職務履行の経験を有している。

• 会社法および企業再建の専門家であり、様々な企業に向けて会社法コンプライアンス、訴訟、secretarialコンプライ
アンスおよび監査、デューデリジェンス、XBRL申告と共に為替管理制度、インド証券取引委員会法並びに商標に関わ
るコンプライアンス要件の履行に当たりサポートサービスとアドバイズ提供の経験を有している。
• 会社登記官、リージョナルディレクター、ストック・ホルディング部局（SHCIL）、企業省、インド準備銀行等行政
当局等との連絡調整の幅広い経験を所有している。また、会社法審判所および高等裁判所での訴訟案件に係るサポー
トサービス提供の経験も有している。
• 個人事業主、パートナーシップ・ファーム、有限責任パートナーシップ、公開企業、民間企業、個人企業（ワンパー
ソン企業）、ノンバンク（NBFC）、外国企業（その支店、駐在員事務所、プロジェクトオフィスを含み）、信託・ソ
サイティ・会社法の第8条に基づく法人、非政府組織（NGO）等向けに業務提供の豊富な経験を有しています。
資格
商業科で修士、アソシエイト会社秘書役
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Award/Recognition & Membership
受賞・表彰・メンバーシップ

Awards and
Recognitions

Memberships

Award from BRICS Chamber of
Commerce and Industry

Membership of Japan
Chamber of Commerce
and Industry
Since April 2020, GSAP is one of the
members of Japan Chamber of Commerce
and Industry in India (JCCII) and works
toward increasing India-Japan business.
JCCII has been established in India, by
the government of Japan with the
purpose of facilitating economic
cooperation and strengthen the
relationship between India and Japan and
to undertake, encourage, facilitate and
promote the development of trade
industry and commerce between India
and Japan.
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Contact us
GSAP & Associates LLP
H-59AB, Lower Ground Floor
Kalkaji, New Delhi 110019
India
info@gsapadvisors.com
+91 (11) 4056 0819
+91 (11) 4154 4443

Disclaimer: The content herein are solely meant for commercial purposes & shall not be considered as
professional advice and/or used as base for any technical decision. GSAP & Associates LLP, its employees,
contractors, associates are not responsible for loss whatsoever sustained by any person who relies on the
information contained herein.

