経営革新等支援機関として認定された会員等名簿
＜監査法人編＞
平成 26 年５月 13 日 公表
平成 26 年６月 16 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．並び順は、法人名から「監査法人」又は「有限責任監査法人」を抜いた 50 音順としています。
２．当協会が行った調査に対して回答があった事務所単位で掲載しています。
３．回答のあった法人が複数の拠点を有する場合、住所及び電話番号は本部又は代表のものを記載して
いますが、同一の法人内の複数拠点から回答があった場合、それぞれが別個に経済産業局の認定支
援機関名簿に掲載されている場合には、本名簿においても別個に掲載しています。
４．
「得意業種」
「業務歴」
「自己 PR」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。
５．☆のついている会員は、直近の更新で新たに名簿に追加した会員です。
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監査法人アヴァンティア
種別

監査法人

名称

監査法人アヴァンティア

所在地

東京都千代田区三番町 3 番地 8 泉館三番町 6 階

得意業種

製造業、小売業、運送業

業務歴

【事業計画の策定】

電話番号

03-3515-1160

数字合わせのための事業計画では、業績の改善はできません。
業績を改善するために、窮境原因の特定、それを解消するためのアクションプラン
と連動させた実現可能性の高い事業計画の作成をしております。
【モニタリング】
四半期に一度実施するモニタリングでは、アクションプランに紐づいたきめの細か
いフォローを実施しております。
【体験型セミナー】
稼ぐための会計(MQ 会計)、具体的な業績改善手法(TOC)等について、体験型のセミ
ナーを提供しております。銀行でも多数開催実績があります。
自己 PR

・監査法人アヴァンティアは一般社団法人 ASEF と連携しております。
ASEF の提携している有力地方銀行の融資先に対して、
①事業計画書の策定（アクションプランを含む）
②モニタリング（計画の実行状況の継続支援）
③経営改善に必要な MQ 会計、TOC による研修
を実施しております。
※ASEF 理事に監査法人アヴァンティアの法人代表の小笠原が就任しております。
・中小企業の経営改善支援では、全国 50 社を超える豊富な経験があります。
そのうち、モニタリング段階にある顧客企業の 65%(2016 年 9 月末調べ)が、事業計画の
売上・利益を達成しており、業績改善への道を着実に進んでおります。
・事前相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

有限責任あずさ監査法人
種別

監査法人

名称

有限責任あずさ監査法人

所在地

東京都千代田区大手町１丁目９番７号

大手

電話番号

03-3548-5170

町フィナンシャルシティサウスタワー
得意業種

建設業 製造業 小売業

業務歴

1.サービス提供内容
①経営実態把握のための経営分析（財務及び事業デューデリジェンス）
②実態把握に基づく適切な経営改善計画等（資金繰り計画、アクションプラン含む）の
策定支援
③経営改善計画等の実行における適切なフォローアップ
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2.経験企業数：年間 50 社～100 社
3.企業規模：中小企業等～大企業まで（売上高：数億円～数千億円程度）
自己 PR

東京・大阪・名古屋の各統括事務所、ならびに札幌事務所から福岡事務所に至る各地域
事務所の事業再生に精通したプロフェッショナルが、財務に関わる専門的能力及び様々
な関与実績に裏付けされた知見を活用し、中堅・中小企業等から大企業、更には特定業
種の企業に対しても総合的なサービスを提供します。また、必要に応じて KPMG のグロ
ーバルネットワークを活用し、海外進出企業に関するご相談等広範囲な事業再生にも対
応して参ります。

有限責任あずさ監査法人

名古屋事務所

種別

監査法人

名称

有限責任あずさ監査法人 名古屋事務所

所在地

愛知県名古屋市中村区名駅 3 丁目 28 番 12 号

電話番号

052-589-0500

大名古屋ビルヂング 26 階
得意業種

製造業、小売業、サービス業

業務歴

1.サービス提供内容
①経営実態把握のための経営分析（財務及び事業デューデリジェンス）
②実態把握に基づく適切な原価改善を含む経営改善計画等（資金繰り計画、アクション
プラン含む）の策定支援
③経営改善計画等の実行におけるモニタリング等の適切なフォローアップ
2.経験企業数：年間数 社～10 社
3.企業規模：中小企業等～大企業まで（売上高：数億円～100 億円程度）

自己 PR

地域事情及び事業再生に精通したプロフェッショナルが、財務に関わる専門的能力及び
様々な関与実績に裏付けされた知見を活用し、中堅・中小企業等から大企業、更には特
定業種の企業に対しても総合的なサービスを提供します。
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あらた監査法人
種別

監査法人

名称

あらた監査法人

所在地

東京都中央区銀座八丁目 21 番 1 号 住友不動

電話番号

03-3546-8450

産汐留浜離宮ﾋﾞﾙ
得意業種
業務歴

事業再生のプロセスを通じて、財務 DD、事業 DD に始まり経営改善計画策定支援、金融
機関調整支援、計画実行及びモニタリングに至るまで、状況に応じて中長期的に支援し
ています。
事業再生に限らず、各プロジェクトにおいては、製造業における原価構造の見直しと収
益改善、建設業における低採算受注を回避する為の受注体制や、受注工事完成に至るま
での原価管理体制の強化等にも取り組んでいます。
支援してきた企業の企業規模は売上高 0.5 億円規模の小企業から、200 億円超の中堅企業
まで含まれ、多岐、多数に渡っています。

自己 PR

中堅・中小企業のニーズに合わせ、事業再生における事業計画の検討・策定のみならず、
M&A や事業再編、海外展開支援などの個別テーマを含め、また、当初の計画策定のみな
らず、計画の実行、モニタリングなど、経営の局面に応じて必要なサービスをワンスト
ップで提供します。
海外を含めた充実したネットワーク、コンサルタントの豊富な経験に裏打ちされた深い
業界知見、会計士の卓越したプロフェッショナルスキルを活用することにより、会計処
理の適正化、原価管理・資金繰り管理の高度化、資金調達支援などを含む幅広いサービ
スを、プロジェクトチーム及び作業工程をオーダーメイドで構築することにより提供し
ます。

五十鈴監査法人
種別

監査法人

名称

五十鈴監査法人

所在地

三重県津市丸之内 34 番 5 号
（津中央ビル 6 階） 電話番号

059-227-5002

得意業種
業務歴

五十鈴監査法人は、三重県を基盤とした監査法人であり、三重県の会計専門家として地
域に密した活動をしております。経営革新等支援事業として、県内の企業を中心に、多
数の要支援企業案件の経営状況の分析や、事業計画の策定や実行支援に携わってまいり
ました。

自己 PR

地域密着型の経営革新等支援機関として、地域企業の経営革新に向け、親身になって支
援をさせていただきます。地域のことは地域の者でないと分からない点が多々あると思
います。地域の特性を活かした支援をご提供できることが、我々の最大の強みと考えて
おります。
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監査法人薄衣佐吉事務所
種別

監査法人

名称

監査法人薄衣佐吉事務所

所在地

東京都文京区本郷２-１０-９冨士ビル５階

得意業種

運送業、製造業、建設業

業務歴

当監査法人の所属している日本創造経営グループ（㈱創造経営センター、税理士法人大

電話番号

０３－３８１６－１４５１

和・㈱ソウケイハイネット、一般社団法人日本創造経営協会）と連携して、再生支援業
務を中心に中小企業に対するコンサルティング業務を年間数十社実施しております。
自己 PR

当監査法人は、経営指導（特に倒産企業の建て直し）を起源とする監査法人です。従っ
て、各業務において、指導性を発揮し（企業再生への道筋を示すこと）
、関与先の問題（特
に経営者に関する問題）に対して親身に取組んでおります。また、多くの監査法人が合
併を重ね、組織の拡大を志向していた中でも、当監査法人は独立を貫き、能力及び経験
豊かな常勤のメンバーにより一体感をもって経営しております。当監査法人のメンバー
は、創業者である薄衣佐吉の教えである「専門家たる前に人間たれ」をモットーに、専
門性だけでなく、誠実で丁寧な対応を心がけております。

應和監査法人
種別

監査法人

名称

應和監査法人

所在地

東京都千代田区九段南 4-8-13 自動車会館ビル

得意業種

再生税制を利用した事業再生計画作成支援

電話番号

03-3222-6025

事業計画の実行可能性を高めるための経営

改善アドバイザリー 経営面/税金面両方からの事業承継サポート
業務歴

１．再生支援業務約 35 社
・実態調査（財務/事業調査）
・事業計画作成支援
・再生税制アドバイザリー
・中小企業用管理体制アドバイザリー
・再生計画モニタリング及びアドバイザ入り―
２.事業承継支援約 5 社
※1.2 ともにグループ内應和税理士法人との共同サービスによる場合もある。
※事業規模は売上高 50 百万円～50 億円程度

自己 PR

会社の再生/存続/発展にプライオリティーを置いた小回りのきいた丁寧かつ親切なサー
ビスを提供しております。特に小規模会社から中規模会社の場合会社の実態を経営者様
が把握されていない場合もあり、一緒になって、実態把握/ソリューションの検討を行う
ことで、中長期的に役立つアドバイザリーを行っております。

ＯＡＧ監査法人
種別

監査法人

名称

ＯＡＧ監査法人

所在地

大阪府吹田市江の木町 17-1 コンパーノビル
6F
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電話番号

06-6310-3200

得意業種

不動産業 製造業 卸売業

業務歴
自己 PR

協和監査法人
種別

監査法人

名称

協和監査法人

所在地

東京都千代田区神田神保町 3－23－2 錦明ビル

得意業種

製造業・小売業・その他の法人

業務歴

昭和 5 年から中小企業の支援をしている協和会計グループを構成している監査法人です。

電話番号

03－6261－4171

中小企業の経営相談・承継相談・資本対策・組織再編・内部統制構築を主に支援した経
験があります。
小規模企業から上場準備や上場企業まで様々な規模の会社や、その他の法人（公益法人・
組合・社会福祉法人・医療法人・ＮＰＯ法人等）を支援してきました。
自己 PR

質の高いサービスから得られた信頼は私たちの誇りで、ご契約いただいた企業とは長い
お付き合いを続けています。
会計・税務に精通した専門家が、2 人体制で担当いたします。
私たちは、経営者とじっくり話し合うことを大切にしています。
スタッフは、平均年齢 40 代の経験豊富な有資格者だけで、研修会等も毎月行っており、
質の高いサービスを提供いたします。
スタッフの一人は、経済産業省の「中小企業政策審議会」の委員をしており、中小企業
に関する最新の政策や補助金などの情報を適時にお伝えできることが強みです。
協和会計グループとして、税理士法人協和会計事務所（東京・埼玉県）と連携して、ク
ライアントをサポートする充実した体制を整えています。
更に、世界的な会計・税務・法律等の専門家集団でありますＧＧＩグループ（本部スイ
ス・約 155 ヶ国）に加盟しており、海外進出のサポート体制も備えています。

仰星監査法人

北陸事務所

種別

監査法人

名称

仰星監査法人 北陸事務所

所在地

石川県金沢市兼六元町 11-25

得意業種

製造業 サービス業 卸売業

業務歴

中小企業の経営再建のために金融機関が債権カットを決定する際の基礎資料としての財

電話番号

076-221-8788

産評価(法人と個人の合算)
自己 PR

監査法人であることにより、より客観的な評価書類の作成ができます。また、多くのス
タッフにより、幅広いニーズに答えることが可能です。
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仰星監査法人
種別

監査法人

名称

仰星監査法人

所在地

東京都千代田区九段南３丁目３−６ 麹町ビル

電話番号

03-5211-7878

2F
得意業種
業務歴

これまで仰星監査法人は、約１０社の中小企業（売上高約２百万円～１００百万円）
に対し、主として以下の業務を提供してきた経験がある。
・具体的な事業内容、資金計画書、損益計算書を含む具体的な事業計画書及び予算書の
作成支援
・中小企業の会計要領を参考にした適時適切な記帳の支援
・手数料収入、広告収入の管理手法の指導
・外注管理、支払管理、資金繰りについての支援
・予算実績差異分析の支援
これにより、支援の対象となった中小企業は、金融機関の支援の円滑化や公的な助成
金・補助金の取得などのメリットを得た実績がある。

自己 PR

仰星監査法人は、中小企業経営力強化支援法に定める経営革新等支援機関として、中
小企業の経営状況の分析や事業計画策定及び実施に係る指導や助言を行うことができま
す。
例えば、経営革新等認定支援機関が関与し事業計画の策定を支援することで、金融機
関から融資が実行されやすくなったり、金利や保証料の引下げ、補助金の交付を受けら
れたりするどのメリットを享受することができます。
仰星監査法人は、上場企業に対する財務諸表監査や内部統制監査、株式上場支援の経
験から、経営革新を目指す皆様のあるべき社内体制をイメージし、経営実態を踏まえ杓
子定規でない現実的な指導を行うよう常に心掛けています。

仰星監査法人

大阪事務所

種別

監査法人

名称

仰星監査法人 大阪事務所

所在地

大阪市中央区久太郎町 2-4-11

電話番号

06-6265-8461

クラボウアネックスビル 9 階
得意業種

建設業 化学工業 料理飲食業

業務歴

●サービス内容：財務 DD、再生計画案の作成、銀行交渉
●経験企業数：約 10 社
●売上高規模：5 億円～80 億円

自己 PR

リーゾナブルな価格で、中小企業の実態とニーズを的確に捉えた経営（再生）計画の策
定を心掛けたいと思います。
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至誠監査法人
種別

監査法人

名称

至誠監査法人

所在地

東京都中央区日本橋室町 4-3-9

得意業種

製造業 卸売業 小売業

業務歴

事業計画策定、内部統制構築、資金計画策定など

自己 PR

私ども監査法人は会計税務に関連する分野のみならず内部管理体制の整備構築等のお手

電話番号

03-3279-5168

伝いをさせていただく事ができます。また事業承継など幅広い分野での支援については
弊監査法人のみならず協力会計税務事務所とも協調しご支援をさせていただくことが出
来ます。

信成監査法人
種別

監査法人

所在地

東京都新宿区西新宿七丁目１番７－1003 号

得意業種

機械工業

業務歴

なし

自己 PR

親身になって会計業務を支援することを心がけている。

新日本有限責任監査法人

名称

信成監査法人
電話番号

03-3361-1751

浜松事務所

種別

監査法人

名称

新日本有限責任監査法人 浜松事務所

所在地

静岡県浜松市中区鍛冶町 319 番地の 28

電話番号

053-453-0390

日本生命浜松センタービル
得意業種

小売業 製造業（機械工業）

業務歴

特に、具体的な業務として契約していない。しかし、既存の契約に関して、経営管理の
支援は実施している。
（小売業の在庫評価）

自己 PR

大規模な法人グループの監査経験を通じて、中小法人の同グループ子会社および孫会社
の業務改善の支援の経験があり、会計および税務対応ができます。
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新日本有限責任監査法人
種別

監査法人

名称

新日本有限責任監査法人本部、札幌事務所、仙台事務所、秋田事務
所、山形事務所、福島事務所、青森連絡事務所、新潟事務所、長岡
事務所、松本事務所、長野事務所、山梨事務所、富山事務所、金沢
事務所、福井事務所、水戸事務所、群馬事務所、さいたま事務所、
千葉事務所、横浜事務所、岐阜事務所、静岡事務所、浜松事務所、
豊橋事務所、名古屋事務所、京都事務所、大阪事務所、神戸事務所、
広島事務所、高松事務所、松山事務所、福岡事務所、宮崎事務所、
熊本連絡事務所、鹿児島連絡事務所、沖縄事務所、名護連絡事務所

所在地

東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 5 号

電話番号

03-3503-1504（本部）

霞が関ビル 33 階（本部）
得意業種

製造業 サービス業

業務歴

経営状況の分析、事業計画作成支援及び事業計画の実行支援等の相談に対しては、財務・
会計面での専門性を生かした中小企業への相談をいたします。

自己 PR

当法人は全国をカバーする組織により、日本中で経営革新等支援業務を長期にわたり継
続的に実施することができます。また、提供するサービスである経営状況等の分析、事
業計画作成支援及び事業計画の実行支援では、数多くの経験をもとに会社に応じた対応
をいたします。
窓口相談（無料）については、随時メールにおいて受け付けており、要望に応じて面談、
訪問等を致します。
経営状況の分析、事業計画作成支援及び事業計画の実行支援等の相談に対しては、財務・
会計面での専門性を生かした中小企業への相談をいたします。
お気軽にご相談ください。

監査法人昴
種別

監査法人

名称

監査法人昴

所在地

東京都新宿区北新宿一丁目 4 番 1 号 ｱﾙﾏﾋﾞﾙ 8 階

得意業種

製造業 医療法人

業務歴

今のところありません。

自己 PR
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電話番号

03-3366-7900

清和監査法人

神戸事務所

種別

監査法人

名称

清和監査法人 神戸事務所

所在地

兵庫県神戸市中央区海岸通 8 神港ビルヂング 1 階

電話番号

078-333-0600

得意業種
業務歴

弊法人神戸事務所において、事業再生関係業務を大小経験している。

自己 PR

弊法人は監査のみならず、財務デューデリジェンスや M&A 支援などの多岐にわたる業
務を日常的に行っており、事業再生や将来の損益・資金繰り計画の支援などに活かせる
ノウハウを有しております。お困りの際には、お気軽にお声がけいただければと存じま
す。

橘有限責任監査法人
種別

監査法人

名称

橘有限責任監査法人

所在地

神奈川県横浜市西区楠町 9 番地 7 号 TAK ビル 5F

得意業種

サービス業 その他の法人

電話番号

045-313-6566

業務歴
自己 PR

太陽有限責任監査法人
種別

監査法人

名称

太陽有限責任監査法人

所在地

東京都港区赤坂８－１－２２

電話番号

03-5474-0113

赤坂王子ビル 5 階
得意業種

製造業、卸･小売業、サービス業、不動産業

業務歴

・経営改善、事業再生のための経営計画策定支援ならびに金融機関折衝を含む計画
実行支援
・事業再生、M&A に係る財務デューデリジェンスの実施
・震災復興グループ補助金、ものづくり補助金申請に係るアドバイザリー業務
・経済社会の国際化の流れに沿った中小企業の海外事業展開支援

自己 PR

当監査法人は、多様な規模と業種の顧客を有し、長年にわたる多様な監査経験によ
り培ったノウハウを基礎に、経験豊富な公認会計士や中小企業ビジネスに精通した
アドバイザーが、中小企業の皆様の直面している様々な経営課題に対し、その解決
に向けてのご協力、ご支援をさせて頂きます。
グループ内には、税理士法人、社会保険労務士法人もあり、財務･会計･税務･労務
に関して、ワンストップでご相談に対応させて頂きます。
また、海外事業に関しましては、グラントソントンの国際ネットワークを通じて中
小企業の皆様の様々なニーズにお応えいたします。
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監査法人東海会計社
種別

監査法人

名称

監査法人東海会計社

所在地

名古屋市中区金山 1-12-14

得意業種

運送業 卸売業 小売業

業務歴

創業時の支援、事業計画作成支援・同実行支援、事業承継、Ｍ＆Ａアドバイス、金融機

金山総合ビル 5 階

052-331-0003

電話番号

関との交渉・財務関連アドバイス、上場準備支援アドバイスなどの経験があります。支
援した企業数としては 50 社以上、企業規模としては売上規模が 10 億から 300 億程度の
企業が中心です。
自己 PR

創業支援、事業計画作成支援・同実行支援、事業承継、Ｍ＆Ａアドバイス、金融機関交
渉・財務関連アドバイスなど、中小企業から大企業まで、監査のみならず経営コンサル
ティングの経験が豊富な公認会計士・中小企業診断士が対応いたします。
また、案件の規模や内容によっては、外部の税理士法人や中小企業診断士などの外部専
門家のネットワークを生かしてプロジェクトチームにより対応いたします。

東京中央監査法人
種別

監査法人

名称

東京中央監査法人

所在地

東京都中央区八丁堀 3-2-4 三重ビル 5 階 A

得意業種

建設業 不動産業 サービス業

03-5542-2590

電話番号

業務歴
自己 PR

組織がフラットであるため、フットワークが軽く、適時にご要望に対応できます。

東陽監査法人
種別

監査法人

名称

東陽監査法人

所在地

東京都千代田区神田美土代町 7 番地住友不動産神田ﾋﾞﾙ 6 階

得意業種

製造販売業（食料品製造業、水産加工業、車体架装業）
泊業などの設備投資産業）

業務歴

電話番号

03-3295-1040

倉庫業、料理飲食旅館業（宿

小売業（飲食料品小売業、機械器具小売業）

＜サービス提供内容＞
・事業調査報告書の作成（再建計画の基礎となる、SWOT 分析などの実施により、困窮
原因、弱み、強みなどの整理 → 融資金融機関への提示）
・財務調査報告書の作成（実質債務超過、実質純資産額、清算配当額の算定）
・事業再建計画書の策定支援 → 事業会社への説明と周知、融資金融機関への提示
・既往債務のリスケジュール及びリファイナンス、15 年返済計画等の策定支援
＜経験企業数及びその企業規模（売上高）＞
TAS 部の直近 1 年間の実績としましては、計 12 社・年商 5 億円～30 億円程度

自己 PR

・業務経験豊富で金融機関とも十分協議できる上席会計士層、実務・現場経験に富んだ
現場管理マネージャー層、実作業に秀でた若手シニア層までを一連でラインナップ
・中堅監査法人として、過不足の無い内部管理・審査体制と機敏性、中小企業事業者に
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適した金額設定と納期
・豊富な実務経験から導かれる、財務・会計・税務の専門職でありつつ、会社の実業（ビ
ジネスＤＤ）
、計画策定のノウハウ、金融機関の融資査定の実状にも通じる
→再建計画で求められることの多い、組織再編や最適な税制スキームの立案への助言も
可能

有限責任監査法人トーマツ
種別

監査法人

名称

有限責任監査法人トーマツ

所在地

東京都千代田区丸の内 1-11-1 PCPM ﾋﾞﾙ（本部） 電話番号

得意業種

製造業 卸・小売業 サービス業

業務歴

当法人は、国内 38 箇所の事務所が緊密に連携しながら中堅・中小企業の経営改善や事業

03-6213-1201（本部）

再生の支援を行っており、豊富な実績、経験を有しています。
自己 PR

当法人グループ内には、経験豊富な公認会計士、税理士、コンサルタントが多数在籍し
ており、財務・税務・ビジネス等の各種 DD や再生計画の策定助言はもちろんのこと、
スポンサー選定支援等のアドバイザリー業務まで、ワンストップで迅速に専門サービス
を提供できることを強みとしています。
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日之出監査法人
種別

監査法人

名称

日之出監査法人

所在地

東京都港区元赤坂 1 丁目 2-17-2805

得意業種

サービス業、製造業、卸・小売業、その他の法人等（投資事業組合、労働組合等）

業務歴

経営状況・キャッシュフロー分析、資金・事業計画策定支援、財務デューデリジェンス、

電話番号

03-6438-9401

企業価値評価、株式上場支援、決算・開示作業支援など。
自己 PR

当法人は、会計監査の実務経験者だけではなく、事業会社（金融機関含む）での経験者
を法人メンバーに積極的に登用することを法人運営の特色としております。お客様の状
況を理解した上で、①企業の成長と強靭な会社作りへの貢献、②多様なお客様ニーズへ
のマッチングの達成を目指しております。

ひびき監査法人
種別

監査法人

名称

ひびき監査法人

所在地

大阪市中央区北浜 2 丁目 3 番 6 号

得意業種

製造業、卸売・小売業

業務歴

監査法人としては認定支援機関に登録してから業務歴はありませんが、財務デューデリ

電話番号

06-6229-0387

等の財務分析については業務の一環として行っております。また、統括責任者は平成１
６年９月から２年半大阪府再生支援協議会窓口相談員（サブマネージャー）として中小
企業の再生支援に携わってきております。
自己 PR

監査法人として企業の会計・税務面での指導だけでなく、リスク管理充実のためのコン
プライアンスや内部統制を含めた内部管理体制の整備・運用状況を強化充実できるよう、
指導していきたいと思います。

明誠監査法人
種別

監査法人

名称

明誠監査法人

所在地

東京都中央区日本橋本石町 4-2-16

得意業種

不動産業、製造業、サービス業

業務歴

内部管理体制の整備・運用状況の調査、検証及び改善指導、経営計画、事業計画の立案、

電話番号

03-3548-2031

作成指導等を行っております。また、財務デューデリジェンス、企業価値評価も数多く
経験しております。
自己 PR

グループ企業に税理士法人、社会保険労務士事務所を有し、事業内容の把握分析、事業
改善提案、内部管理体制の改善・整備、人事関連業務、税務業務等をワンストップで提
供させて頂いております。
事前相談は無料ですので、是非お気軽にお声がけ頂ければ幸いです。
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監査法人やまぶき
種別

監査法人

所在地

京都府京都市山科区川田土仏 7 番地 36

得意業種

建設業 製造業 サービス業

業務歴

名称

監査法人やまぶき
電話番号

075-594-8077

当監査法人は中小規模の会社の会計監査業務を数多く行っており、その特長を生かす
べく、中小企業に対する会計監査以外のサービスの充実にも力を入れております。具体
的な中小企業に対する支援業務としては、経理指導、財務診断、株式公開支援、内部統
制構築支援、企業価値評価業務を行っており、特に事業再生の分野においては、中小企
業再生支援協議会の案件や私的整理の案件において、財務調査や事業計画策定支援を実
施した実績があります。
また、支援先の規模としましては、小規模な会社はもちろんのこと、複数の業種が異
なる会社で構成される企業グループについても支援実績があり、幅広く対応可能です。

自己 PR

当監査法人は中小規模の会社の会計監査業務、経理指導、事業再生支援業務等を数多
く手掛けているため、中小企業の特徴を十分に把握しており、中小企業の実態に即した
的確なサービスを提供することが可能です。
また、当監査法人では、一つの案件に対して複数の公認会計士が組織的に業務を行い
ますので、個人の判断に基づく誤った結論を導かない体制を構築しております。
さらに、経験豊富な責任者が支援の現場に出ることを原則としていますので、お客様
からの質問への対応や複雑な問題が発生した場合の対応を速やかに行うことができるた
め、迅速かつ適切に業務を実施させていただきます。

監査法人ライトハウス
種別

監査法人

名称

監査法人ライトハウス

所在地

北海道札幌市中央区南１条西１１丁目１番地

電話番号

011-232-7102

コンチネンタルビル５階
得意業種

建設業 製造業（食料品製造業） 学校法人

業務歴

サービス提供内容：財務デューデリジェンス、事業デューデリジェンス、計画策定、モ
ニタリング
経験企業数：３社
その他企業規模（売上高）
：500 百万円～1,900 百万円

自己 PR

法人に所属する全ての役職員が支援業務に従事した経験を有し、かつ精通しております。
再生への道筋を会社と一丸となって模索し、不撓不屈の精神で誠心誠意ご支援いたしま
す！
また、道内どこへでも伺います（離島含む）
。
以
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上

