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 在日ドイツ企業の内部及び現地評価  

TH インターナショナルは、子会社設立を考えているまたは既存する子会社のビジネス拡大を考えているドイツや

日本の中小企業をサポートしております。 

 

パンデミックが 2 年もの間、企業経営や収益に影響を与えると推測される中、ドイツ企業が日本所在の子会社内部

の見えづらさに不満を募らせていると耳にするようになりました。これは、2020 年春から施行されている日本の 

出入国制限に関係してきます。少なくとも 2022 年の第 2 四半期前に規制が緩和されることは予測できません。近

代的で、高速かつグローバルな電子通信の時代でさえ、日本は遠く離れています。ズーム会議が領収書に取って変

わるものではなく、月次報告が現地従業員の販売ノルマや戦略達成へのチームモチベーションやチームワ ークスキ

ルの様子を伝えるものではありません。また多くの中小企業は、2020 年半ば以降の内部監査実施なしで、パンデ

ミックが始まってから 2 度目の会計年度である 2021 年に年次財務諸表を作成するということになります。 

 

私たちはこれまでに在日ドイツ企業の内部監査を行ってきました。弊社の日本チームは、日本語、英語、ドイツ語、

イタリア語で日独両方のコミュニケーションが満足いくように心がけて参りました。私たちは、異文化間コミュニ

ケーションに慣れ親しんでおり、この強みがスムーズなコミュニケーションの基盤となっております。 TH イン

ターナショナルは、品質管理、プロセス、管理業務、環境整備の分野で、個別の内部監査の実施が可能です。私た

ちの主な取り扱い産業は、スキーム内でのアクティブ及びパッシブ型の医療機器、製薬、機械、部品サプライヤー、

自動車産業となります。監査報告書や手順においては、常に個別に、ドイツの親会社と緊密に連携して議論させて

いただきます。最高レベルの能力を駆使して、私たちはお客様の満足を最優先に考えて参ります！ 
トーマス・ヒンリヒセン 

 

ドイツにおける新たな防疫措置、「３G ルール」がドイツ経済回復の後押し 
ドイツでは 2020 年の経済低迷後、2021 年から順調に経済が回復しつつあります。特に個人消費支出がドイツ経

済回復を支えています。これは、今年春頃から始まったドイツにおける新型コロナワクチン推奨によって後押し

されており、9 月 10 日の時点で、国民の約 60％が 2 回目の接種が完了しています。さらに 2021 年 8 月 31 日以

降、新たな防疫措置「３G ルール」が全国で導入されました。「３G ルール」とは、３つの G、つまりワクチン

接種（Geimpfte）、感染からの快復者 （Genesene）、コロナ検査実施者（Getestete：抗原検査 24 時間以内又は 

PCR 検査 48 時間以内）の３つの頭文字にちなんでつけられたもので、病院、レストラン、映画館、美容院、 

ジムなどの屋内スポーツ、娯楽施設、ホテルなどを利用する 6 歳以上の全ての者に適用されます。つまりワクチ

ン接種者，感染 からの快復者またはコロナ検査実施者（3G）のいずれかに該当する者のみが、マスク着用で屋内

の公共施設に立ち入り可能となります。これにより、コロナ新規感染者数が増加したとしても、ビジネスを継続

できるようようになるのです。 

 

「３Ｇルール」及び継続的なワクチン推奨の対策により、今年末までの持続的な経済回復が見込まれています。

また忘れてはならないのが、ドイツは依然としてヨーロッパにおいて輸出国トップを維持していることです。 

この世界的なパンデミックからいち早くビジネスを立て直すには、ドイツがヨーロッパ内で最適な起点であるこ

とは間違いありません。TH インターナショナルでは常時、お客様のニーズに対応できるよう心掛けております。 
                                           田中真希子 

TH International 日本事務所 / Landbell  
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Internal and local assessment for German companies in Japan 
 
TH International GmbH supports German and Japanese SMEs, who want to set up a subsidiary or already own 
a subsidiary in their respective countries and want to further develop their business.  
 
While the pandemic does not seem to be coming to an end by the 2nd financial year, we have become more and 
more aware that German companies are complaining of losing control of their subsidiaries in Japan. This issue 
relates to the immigration restrictions that have been in place in Japan since April 2020. It is unpredictable that 
deregulation will be possible before the 2nd quarter of 2022. Even in the era of modern, fast, and global  
e-communication, Japan is far away. A Zoom conference does not replace a view of a receipt, and monthly 
reporting does not give an impression of the teamwork skills and team motivation of the local employees to 
achieve the planned sales as well as strategies. In addition, many SMEs will have an annual financial statement 
in 2021 in the 2nd fiscal year of the pandemic, without having conducted an internal audit since mid of 2020. 
 
We have the experience in conducting internal audit for German subsidiaries in Japan. Our team in Japan speaks 
Japanese, German, English and Italian, to ensure satisfactory communication for both sides. The intercultural 
practices are very familiar to us, and this strength also serves as an excellent basis for smooth communication. 
 
We can carry out individual in-house assessments for the areas of quality management, processes, 
management, finance, and environment. Our main industries are active and passive medical devices, 
pharmaceuticals, machinery, component suppliers and automotive, within our scheme. Audit reports and 
procedure are always discussed individually and in close coordination with the parent companies. Customer 
satisfaction is our top priority, which requires the highest level of competence! 
Yours, Thomas Hinrichsen 
 
 

The new corona guidelines, 3G Rule, in Germany boosts the steady recovery of 
German economy 

 
The German economy in 2021 continues to accelerate the growth of the economic output following the decline 
of the economic performance in 2020. The private consumption, in particular household spending, boosts the 
strong recovery. This development is pushed by the corona vaccination campaign in Germany, which has been 
continuing from Spring. As of September 10, about 60 % of population has been fully vaccinated. In addition, 
the new corona guidelines, so-called “3G Rule”, has been enforced nationwide by the German government since 
August 23rd , 2021. What is Germany’s 3G Rule? 3G stands for “Geimpft, Genesen, Getested (vaccinated, 
recovered, or tested)”, which applies to visits (over 6-year-old) to public spaces such as hospitals, restaurants, 
cinemas, hairdressers, gyms, amusement parks, hotels, etc. That is, only those who are one of 3G, have access 
to indoor public spaces with remaining wearing a mask. This new rule was set to ensure that businesses can 
remain even when the infection rates are higher. 
 
Having the 3G rule as well as the continued corona vaccination campaign the economic rebound is expected 
until the end of the year. Importantly Germany remains top exporting nation in EU. For a quick recovery from the 
global pandemic, Germany is an ideal entry to begin to expand the business in the European market.  
TH International GmbH teams are standing by to support you for your needs.    
Yours, Dr. Makiko Tanaka 
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