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経営革新等支援機関として認定された会員等名簿 

＜公認会計士編＞ 

平成 26 年５月 13 日 公表 

平成 26年７月 ４日 更新 

平成 26年 10月 14日 更新 

平成 27年５月 18日 更新 

平成 28年３月 10日 更新 

平成 28年８月 26日 更新 

平成 28年 11月９日 更新 

平成 28年 12月 26日 更新 

日 本 公 認 会 計 士 協 会 

 

１．本名簿では、会員を所属する地域会ごとに区分して掲載しています。各地域会ごとに「公認会計士」

又は「公認会計士、税理士」の種別で認定を受けている会員を 50 音順に 掲載し、その後に「税理

士」等公認会計士以外の種別で認定を受けている会員の情報を掲載する形をとっています。 

２．「得意業種」「業務歴」「自己 PR」「受講した研修」の項目は、各会員が回答したデータに基づいて表

示しています。その内容の信頼性について当協会は検証等を行っておりません。 

３．「受講した研修」の項目は、基本的には各会員から回答があったものを掲載しておりますが、「独

立行政法人中小企業基盤整備機構」は、統一して「中小機構」と省略して掲載しています。 

４．「協会委員歴」は、直近 10年間の、日本公認会計士協会本部における、委員就任歴を掲載していま

す。地域会の委員会の委員歴は含まれておりません。 
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◆中国会（広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県） 

有澤 和久 

種別 公認会計士 名称 有澤 和久 店舗名 有澤和久公認会計士事務所 

所在地 岡山県岡山市北区表町 1 丁目 1 番 1 号  2 階 電話番号 086-201-1113 

得意業種 運送業 建設業 サービス業 

業務歴 運輸業、建設業、サービス業の経営計画策定の支援業務を行ってきました。企業規模は

売上高 1 億円～10 億円。 

自己 PR わかりやすくて丁寧をモットーに経営改善計画支援業務を行っております。 

受講した 

研修 

2014/02/13 

2014/02/14 

2014/01/16 

2014/01/17 

中小機構 

中小機構 

中小機構 

中小機構 

個別分野コース：トップライン向上支援編 

個別分野コース：トップライン向上支援編 

実践力向上編 

実践力向上編 

協会役員歴  

協会委員歴  

 

井上 信二 

種別 公認会計士、税理士 名称 井上 信二 店舗名 井上公認会計士事務所 

所在地 岡山県岡山市北区今 2 丁目 7 番 6 号 電話番号 086-245-1234 

得意業種 建設業 サービス業 その他の法人 

業務歴 リスケ等の懸案に２０件程度係った。 

自己 PR  

受講した研修    

協会役員歴 中国会副会長、中国会幹事 

協会委員歴 継続的専門研修制度推進センター 委員、経営研究調査会 委員                 

 

今岡 正一 

種別 公認会計士 名称 今岡 正一 店舗名 今岡公認会計士事務所 

所在地 島根県松江市魚町 53 番地 6 電話番号 0852-21-1491 

得意業種 小売業 情報サービス業  

業務歴 会計顧問及び税務申告代理のほか、事業計画の作成支援、企業買収及び企業再生におけ

る財務デューデリジェンス等を複数の企業に実施しています。 

自己 PR  

受講した研修    

協会役員歴 日本公認会計士協会 中国会幹事       

協会委員歴 

（本部のみ） 

会計制度委員会 委員                   
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大倉 宏治 

種別 公認会計士、税理士 名称 大倉 宏治 店舗名 大倉宏治税理士事務所 

所在地 岡山県岡山市丸の内 1 丁目 4 番 11 号 電話番号 086-224-5521 

得意業種 建設業 運輸通信公益事業 サービス業 

業務歴 中小企業数社 

自己 PR 1992 年より大手監査法人にて法定監査など公認会計士業務に従事。 

1996 年よりコンサルティング会社にて経営コンサルティングに従事。 

1998 年より日系企業の海外展開およびグローバル企業のグループ経営システムの構築に

従事。 

2002 年より岡山を中心に地方の中堅企業の問題解決に従事。 

主に企業グループの再編、原価計算制度の構築、事業計画の策定、事業承継スキームの

立案など、数字を通して経営を考える。 

クライアントは、製造業および建設業他多数。 

受講した研修    

協会役員歴  

協会委員歴  

 

大田 淳一 

種別 公認会計士 名称 大田 淳一 店舗名 大田総合会計事務所 

所在地 岡山県岡山市北区野田 3 丁目 1 番 1 号 

東光野田ビル 4 階 

電話番号 086-243-6090 

得意業種  

業務歴  

自己 PR  

受講した 

研修 

   

協会役員歴  

協会委員歴  
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波戸 葵 

種別 公認会計士 名称 波戸 葵 店舗名 波戸公認会計士事務所 

所在地 岡山県岡山市北区西古松 1 丁目 27 番 25 号  

ハリハックビル 2 階 

電話番号 086-244-1266 

得意業種 製造業 土木建築業 サービス業 

業務歴 財務会計、税務（法人税・所得税・相続税）を通じて、又管理会計を導入して、最適設

計をはかり、キャッシュフロー流入の最大化を目的とした指導を行なっています。経験

年数は、40 年にわたり、事業再生資金審査会委員、商工調停士等として多数の企業の指

導を行なっています。 

自己 PR 豊富な税務、会計の知識及び専門家としての 40 年を超えるキャリアを通して、総合的な

支援が可能です。（例 事業承継対策、自社株評価（税務、Ｍ＆Ａ用など）、金融機関対

策、節税を踏まえたキャッシュフロー対策など） 

受講した 

研修 

   

協会役員歴 中国会幹事 

協会委員歴 

（本部のみ） 

 

 

古永 雅則 

種別 公認会計士、税理士 名称 古永 雅則 店舗名 古永雅則税理士事務所 

所在地 広島県三次市十日市東 3 丁目 3 番 22 号 マ

スダランドビル 3 階 

電話番号 08246-3-4178 

得意業種 医業 建設業  

業務歴  

自己 PR  

受講した 

研修 

2013/10/24 日本公認会計

士協会 

租税調査会研究報告第 27 号 「中小企業の経営者に関係

する相続税制と手続について」の解説 

協会役員歴  

協会委員歴 

（本部のみ） 
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山口 洋充 

種別 公認会計士 名称 山口 洋充 店舗名 なし 

所在地 広島県広島市中区舟入本町 9番 20-202号  舟

入レイクビル 

電話番号 082-942-4903 

得意業種 料理飲食旅館業 サービス業 小売業 

業務歴 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、その他（税務、IPO 支援業務、内部統制支援業

務） 

自己 PR 広島市中区で山口公認会計士・税理士事務所を営んでおります山口洋充でございます。 

当事務所は、記帳・税務申告にとどまらず、事業の運営をしていく上で必要な財務・経営

相談を重視する公認会計士・税理士事務所です。 

「税金申告のため」だけではなく、将来の株式上場、内部統制の整備・運用、資金調達の

支援、効率的な自計化体制の構築など、様々なニーズに対応した付加価値をご提供致しま

す。当事務所のサービスが皆様のお役に立てれば幸いです。 

受講した 

研修 

2014/01/23-24 

2013/09/01-02 

中小機構 

中小機構 

トップライン向上支援編 

経営改善事業再生研修（基礎編） 

協会役員歴  

協会委員歴 

（本部のみ） 

東京実務補習所運営委員会 広島支所運営委員会 委員                   

 

山田 紳太郎 

種別 公認会計士 名称 山田 紳太郎 店舗名 山田総合会計事務所 

所在地 広島県広島市中区三川町 7 番 1 号  SK 広島ビル 電話番号 082-249-8670 

得意業種 サービス業 不動産業 その他の法人 

業務歴 法人設立・創業支援、創業補助金申請支援、事業計画作成支援、財務会計支援、管理会

計支援、内部統制構築支援 

自己 PR 創業者の皆様が数々の悩みを相談でき、本来のビジネスに集中できるよう、会社設立サ

ポート、さらには設立後の経営サポートを一貫してお手伝いさせて頂いています。 

創業・法人設立支援から成長期に起こる諸問題の解決、さらには株式公開による発展ま

で、会社の成長に合わせてサポートすることで、長期的な観点から支援を行うことを目

指しております。 

また「会社の状況・業績が良くわからない」とお悩みの経営者にご自身の経営について

の現状認識や将来の構想をお聞かせいただき種々の決算資料をベースにした中期経営計

画作成の支援や、工場の原価管理、内部統制構築等の支援も致します。 

受講した 

研修 

2013/04/05 

2013/06/19 

2013/11/29 

中国会 

中国税理士会 

中国会 

中小企業の経営支援のための政策等に関する研修会 

M&A と事業再生の活用・税務 

経営承継の成功・失敗事例と投資育成制度の活用 

協会役員歴  

協会委員歴  
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小田 項一 

種別 税理士 名称 小田 項一 店舗名 小田項一税理士事務所 

所在地 岡山県岡山市南区妹尾 588 番地 電話番号 086-282-7249 

得意業種 製造業 サービス業 その他の法人 

業務歴 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、相続対策、M＆A、非公開株式の公開支援、内

部統制の構築支援、会計システムをはじめとした情報システムの構築支援 

自己 PR 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、相続対策、M＆A、非公開株式の公開支援、内

部統制の構築支援、会計システムをはじめとした情報システムの構築支援などを手がけ

ております。 

受講した 

研修 

2013/09/10 

2013/09/11 

2013/09/13 

2014/01/23 

中小機構 

中小機構 

中小機構 

中小機構 

個別分野コース：経営改善等計画策定演習 

個別分野コース：計画策定後のフォローアップ等 

実践力向上 

個別分野コース：トップライン向上支援編 

協会役員歴 日本公認会計士協会 中国会幹事       

協会委員歴 

（本部のみ） 

会計制度委員会 委員、公会計・監査特別委員会 委員                 

 

眞木 祐治 

種別 税理士 名称 眞木 祐治 店舗名 眞木公認会計士事務所 

所在地 岡山県津山市野村 315 番地の 8 電話番号 0868-29-3713 

得意業種  

業務歴 記帳指導、財務書類・事業計画の作成支援、事業承継、財務相談 

自己 PR  

受講した 

研修 

   

協会役員歴  

協会委員歴  

 

 

以  上  


