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• S Ramesh is Managing Director (Indirect Tax), PwC Pvt Ltd Gurgaon.

• He is a former Chairman, CBIC, (Central Board of Indirect Taxes & Customs), which is one of the 
world’s largest Customs & Indirect Tax administrations.

• As a Indian Revenue Service officer, he has over 37 years experience in CBIC- the apex body in 
India in Ministry of Finance for tax policy formulation, revenue collection and Customs 
enforcement. 

• He was Vice Chair of World Customs Organization(WCO) for Asia Pacific 

• S. Ramesh has been steering the Indirect Tax Policy/ Advocacy initiatives in PwC in India

• He also provides Customs & Trade Facilitation expert advisory services for PwC’s project on 
National Single Window for Bangladesh Customs. 
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• Hari Sudhan is a Partner in the Indirect tax practice of PwC Chennai. 

• He is a qualified Chartered Accountant with over 13 years of experience. 

• He has experience in handling indirect tax matters, corporate restructuring and mergers. 

• Hari has been involved in the indirect tax advisory work of an auto major  and component 
industry in their set up. 

• Hari was also engaged in undertaking a tax impact analysis across various States in India. 

• He has done various assignments on Customs and Excise matters including classification, 
valuation, structuring, etc., 
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• 古賀昌晴

• PwCインド（PricewaterhouseCoopers Pvt. Ltd.）
• 日系企業部 ディレクター

• Office : +91 (0)124 3306531
• Mobile : +91 (0)9650388830 

E-Mail  : masaharu.koga@pwc.com

• 国税庁、東京国税局等での勤務の後、福岡国税局小倉税務署副署長を最後に退官し、2016年9月からPwCインドで勤務。

• 国税庁においては、調査課、国際業務課及び相互協議室において、移転価格及び相互協議事務運営指針の改正、OECD租税委員
会の作業部会への参加、米国・欧州各国（英国、スイス、フランス、イタリア、ドイツ）及び韓国、インドとの相互協議の実
施、オランダ、香港、米国等との仲裁実施取決の協議等多岐にわたる国際関係事務に従事。

• また、OECDの移転価格ユニットでの勤務経験を有し、相互協議等、租税条約上の紛争解決手続に係るプロジェクトを担当した
ほか、OECD移転価格ガイドラインの改正作業、PE帰属所得ルールであるOECD承認アプローチ（AOA）のドラフト作成及び発
展途上国への知的支援に貢献した。

• さらに、国際調査専門官として、移転価格その他の国際取引調査や事前確認事務に従事し、国際課税実務にも精通するほか、
長年にわたる各種協議を通じて培った各国の国際課税担当者との幅広い信頼関係を構築している。
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• 税理士試験合格後、複数の国内税理士事務所を経て、2015年から2年間日本の監査法人のメンバーファームであるフィリピン
監査法人へジャパンデスクマネージャーとして出向。

• フィリピンでは日本の上場企業の子会社等の海外進出、税務、監査や内部監査などのサポート業務に従事。海外での経験を
活かし2018年11月よりPwCインドにて勤務。北インドを中心に税務サポートを担当している。


