


徹底的にニーズに耳を傾け、良心的に顧客に

奉仕します。 国際規格に基づくサービス品質

を維持しております。 プロフェッショナルな

倫理基準を厳格に遵守すること。 弊社のサー

ビス料よりお客さんがが得る価値と利益に注

意を払っております。
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Tri Thuc Viet 社（TTV）は、熾烈な競争の多くの影
響とともに多くの浮き沈みがある市場経済の影響も
体験してきました。 しかし、 「プレステージは品
質を創造する」というモットーで、国内外のパート
ナーのサポート、全社員のプロフェッショナル、専
属そして統一のおかで、Tri Thuc Vietは絶え間なく
発展してきます 。

私たちは、ベトナムの国家と政府の政策、投資、私たちは、ベトナムの国家と政府の政策、投資、財
政、税金などのリスクについて企業のオーナー、特
にベトナムに進出する外資企業のオーナーの不安を
理解しています。したがって、経営と事業運営にお
いて会社をサポートするためのプロなサービス会社
の選択は非常に重要な決定です。 私たちは、最高
品質で信頼できるプロなサービスの提供を保証しま
す。す。
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hanoi@trithucviet.com.vn



Tri Thuc Vietの顧客は、多様かつ豊富で、Binh Duong省の工業団地とベトナム全国に集中して
いる製造、建設、不動産、レストランホテル、通信、流通、サービス、金融などの多様の分野
で運営しています。

Tri Thuc Vietの顧客には、3つの主要グループがあります。
- ベトナム企業：有限会社、株式会社、ジョイントベンチャー、
- ベトナム国の省庁、管轄機関：主に建設投資管理委員会と国有企業。
-- 投資資本を持つ企業は、台湾、中国、香港、米国、日本、韓国、ヨーロッパ、オーストラ
..リア、アジア諸国など、多くの国や地域から来ています 。 また、ベトナムに投資する国
..際金融会社と協力して紹介された顧客もいます。



-財務諸表の監査/レビュー

• ベトナム監査基準（VAS）に基づく財務諸表の監査/レビュー

• 国際監査基準（IFRS）に基づく財務諸表の監査/レビュー 
• 連結/連結財務諸表の監査/レビュー 

-投資家の資金調達および資本使用状況の監査

-独立した財務専門知識としての監査/レビュー 
-活動-活動 監査

-法律の遵守の監査/レビュー 
-完成したプロジェクト/物件の投資資本の監査 
-顧客の要求に応じたその他の監査 
-法定による監査、将来の財務情報監査、その他の保証業務

-会計システム設計、会計ソフトウェアアプリケーション コンサルティング

-会計帳簿記帳、会計長は:
• 月次財務諸表の作成 
• 会計帳簿、財務報告書の修正 
• 複雑な会計処理と実践に会計法導入のコンサルティング

• 原価計算、倉庫会計、給与会計、課税の詳細な会計業務のコンサルティング

-会計スタッフ、経理長などの職にフルタイムスタッフの提供-会計スタッフ、経理長などの職にフルタイムスタッフの提供

-給与計算および社会保険登録



- 企業の設立

- 企業ビジネスの解散

- 企業の破産

- 内部統制装置の設計と運用

- 金融コンサルタントとキャッシュフロー制御

- 組織と経営コンサルタント

-- 専門、人事部、生産部門、経理部門、財務部門 の部門のコンサルティング

- 企業の再編、合併および買収

- ベトナムのビジネスおよび投資コンサルティング 
- 資本構造再編

- 企業法、政府法の遵守に関するコンサルティング

- 短期の会計および監査、税務の業務トレーニング

- 情報技術アプリケーションコンサルティング

- 企業法務コンサルティング



Tri Thuc Vietは、各取引において弊社のサービスが慎重かつ正確であり、企業におけるすべてのミ

スを解決する必要があることを理解しています。 非常に小さな間違いがあれば、企業の不便を招

く可能性があります。 我々は、要件を満たして、最高の効果をもたらすために、企業の最初の選

択です。



Allinial Globalは、独立した法律監査協会であり、さまざまな業界の教育コンサルタント、マーケ

ティングリソース、技術知識を持っています。Allinialのメンバーは、顧客の発展を支援するため

に集まった独立した会計会社です。 

Allinial Globalは、世界中のお客様のビジネスニーズに最高品質のソリューションを提供すること

を約束しています。Allinial Globalのメンバー企業は、ビジネス上の課題に適したソリューション

を見つけるだけでなく、顧客に最高のソリューションを提供するという柔軟性も備えています。

優れた技術移転、リーダーシップ教育プログラム、最先端の技術を駆使して、企業のアドバイ優れた技術移転、リーダーシップ教育プログラム、最先端の技術を駆使して、企業のアドバイザ

ーは常に知識豊富で経験豊かであり、敏感です。 Allinial Globalは、8つの主要なインパクト分野に

おいて、会員および顧客に対して多大なリソースと二国間サポートを提供しています。

Allinial Globalは、2016年末に35カ国の116以上のメンバー会社を有し、2016年の売上高は17億ドル

を超え、世界で5位、米国で3位です。 

2016年7月18日に、Allinial Globalには世界中で120会員が加わり、20億ドルの売上を上げました。専

用の地域外交官、アメリカ、EMEIA（ヨーロッパ、中東、インド、アフリカ）とアジア太平洋地

域にまたがる深いつながりを持つ人々を通じて、 Allinial Globalは、最も迅速で柔軟性の高いソリ

ューションを提供して、いつでも、どこでも、顧客が中心であることを約束します。



TTVの幹部は、各国のAllinial Globalメンバ
ーに来て、経験を交換し、協力して最高の

サービスを顧客に提供しています。

証明書は Allinial Global のメン
バーです

シンガポールでPham Nhu Dong氏、Kual Hong Woon -パ
ートナーマネージャー、Eric TAN - Infinity Assurance 
LLPの監査マネージャー。 

Pham Nhu Dong氏と神谷孝行-TOMA 
Consultants Groupのシンガポール支店
長 。

マレーシアでASQ Consulting Groupの会長兼CEO-Seah 
Cheoh Wahと写真を撮りました。

TTVとGhilin Accoungting Corporation- 韓国におけるAllinial 
Globalメンバーとの合意。
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