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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 

平成 29 年３月９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。 

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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◆北海道会（北海道） 

石丸 修太郎 
種別 公認会計士、税理士 名称 石丸 修太郎 店舗名 石丸会計事務所 
所在地 北海道札幌市中央区南十条西 14丁目 1番 22

号 
電話番号 011-561-3925 

得意業種 製造業 流通業 サービス業 
業務歴 過去３０年以上にわたり、会計税務の他、会社の新規立ち上げ、融資斡旋、人材教育、

内部統制の整備、売却、買収、会社のクロージング等に携わってきた。現在の関与先企

業数は 200 を越える。従業員１名から５００名程度の規模まで様々な規模の企業の支援
をおこなっている。 

自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 北海道会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

ＩＴ委員会 委員                   

 
井上 晋一 
種別 公認会計士 名称 井上 晋一 店舗名 井上晋一公認会計士・税理

士・中小企業診断士事務所 
所在地 北海道札幌市北区北三十八条西 2 丁目 2 番

37-401号 
電話番号 011-756-1355 

得意業種  
業務歴 ◆経営改善計画書策定支援業務 

   業種：建設業・卸売業、その他 
◆中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業（専門家派遣） 
   業種：製造業、小売業、建設業、その他 
   内容：経営革新全般、資金繰り、事業承継、その他 
◆会計顧問先企業の経営革新等支援業務 
   業種：小売業、製造業、飲食業、出版業、その他 

自己 PR ◆中小企業診断士の資格も保有しています。 
○中小企業診断協会北海道の実践的企業再生研究会に所属し、企業再生に関する実務能力

の研鑽を継続的に行っています。 
○経営改善計画の策定にあたっては、財務デューデリジェンスはもちろん、事業デューデ

リジェンスまでカバーした、総合的・実践的な計画の策定を行います。 
○その他の諸業務においても、公認会計士･税理士・中小企業診断士として、多面的な視

点から、会計・税務から戦略・モノ作りまで（工学修士でもあります）、経営革新等を総

合的に支援致します。 
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受講した 
研修 

2014/03/27 
2014/01/24 
 
2013/12/13 
2012/10/27,28 
2012/08/23 
2012/07/18 

北海道会 
中小企業診断協会 
 
北海道税理士会 
中小機構 
中小機構 
ＴＫＣ 

最近の中小企業をめぐる事業再生の状況 
再生支援に求められる実務能力とは？（一部、講

師を担当） 
経営革新等支援機関のための基礎講座 
中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修） 
中小企業経営改善計画策定支援研修 
経営支援実務研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
井上 春海 
種別 公認会計士 名称 井上 春海 店舗名 井上春海公認会計事務所 
所在地 北海道札幌市中央区南一条西 27 丁目 1 番

25-1501号 
電話番号 011-557-2950 

得意業種 財務デューデリジェンス 経営計画策定  
業務歴  
自己 PR 財務分析、経営分析から会社の弱点を特定し、それに対する対策等を指導します。 
受講した 
研修 

2014/03/27 
2013/07/25 
2014/03/20 
2013/12/04 
 
2013/06/12 
 
2013/02/21 
 
12/13/2012 

北海道会 
北海道経済産業局 
井上税務会計事務所 
井上税務会計事務所 
 
井上税務会計事務所 
 
井上税務会計事務所 
 
井上税務会計事務所 

事業再生研修会 
認定経営革新等支援機関向け施策説明会（第 7回） 
モバイルデバイスで変わる！中小企業の情報戦略 
円滑化法期限切れなんか怖くない！成長志向の中小

企業経営とは 
円滑化法期限切れなんか怖くない！成長志向の中小

企業経営とは 
”ハゲタカ”ではない！ファンドを活用した事業承

継の実際 
金融大激動時代！ 解説・ニッポンの問題と中小企業
経営 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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遠藤 昭一 
種別 公認会計士、税理士 名称 遠藤 昭一 店舗名 遠藤昭一公認会計士事務所 
所在地 北海道札幌市東区北二十二条東 18丁目 3番

3号 
電話番号 011-783-8123 

得意業種 建設業 卸売業  
業務歴 中小企業円滑化法による経営改善計画書、資金繰り表などの作成と金融機関対応の支援 

会社分割による営業譲渡と整理 
自己 PR 和議法に基づく整理委員、民事再生法に基づく調査委員として裁判所提出報告書の作成 
受講した 
研修 

2013/04/11 
2013/08/18 
2013/09/08 
2014/03/27 
2013/06/22 
2013/08/21 

北海道会 
同上 
同上 
日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 
北海道会 
ＴＫＣ全国会 
ＴＫＣ北海道会 

事業再生実務と公認会計士の役割 
企業再生の税務（その１） 
企業再生の税務（その２） 
最近の中小企業をめぐる事業再生の状況 
 
中小企業金融円滑化法の期限到来にあたって講ずる

総合的な対策 
認定支援機関として今後取り組むべき業務とは 

協会役員歴 北海道会監事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
鎌田 直善 
種別 公認会計士 名称 鎌田 直善 店舗名 鎌田公認会計士事務所 
所在地 北海道函館市杉並町 7番 18 号 杉並斉藤ビ

ル 
電話番号 0138-31-5405 

得意業種 小売業 製造業 卸売業 
業務歴 (1)再建計画策定支援・資金繰り計画・実績の策定支援、その他全般 

(2)中小企業の支援に携わった業務経験企業数 ①民事再生等の法定再生案件 20社以上 
②その他、中小企業の支援に携わった業務経験企業数 50社以上 
(3)その企業規模（売上高）等 ①民事再生（和議）等の法定再生案件 売上高 数億円～
10億円程度 ②その他、中小企業の支援に携わった業務経験企業 数千万円～数億円 

自己 PR 地方事務所としては、高い経験・ノウハウ・熱意を有する 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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桑原 隆広 
種別 公認会計士 名称 桑原 隆広 店舗名 桑原隆広公認会計士事務所 
所在地 北海道札幌市中央区南十五条西 18丁目 3番

25号 1階 
電話番号 011-520-0620 

得意業種 不動産業 料理飲食旅館業 サービス業 
業務歴 該当なし。 
自己 PR 親切丁寧に接し、十分なヒアリングと調査を通して、状況把握と課題の解決策の探究に

努めます。金融機関との交渉窓口として誠実に対応致します。面談や訪問は必要であれ

ば何度でも実施したいと思います。 
受講した 
研修 

 中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
北海道財務局、北海道

経済産業局等の共催 
北海道経済産業局 

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 
実践力向上編 
実践力向上編 
金融円滑化と中小企業支援施策に関する説明会 
 
認定経営革新等支援機関向け施策説明会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
庄司 正史 
種別 公認会計士 名称 庄司 正史 店舗名 公認会計士庄司正史事務所 
所在地 北海道札幌市中央区北二条西 13 丁目 札幌

第一会計ビル 
電話番号 011-261-9959 

得意業種  
業務歴 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、金融・財務 
自己 PR 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、金融・財務等についての御相談を承り

ます。 
受講した 
研修 

2013/02/26 
2013/10/24 
 
2013/11/13 
 
 
2014/01/08 

中小機構 
日本公認会計士協会 
 
東京会 
 
 
日本公認会計士協会 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 
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」 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解してお

くべき事業の知見－ 
経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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富樫 正浩 
種別 公認会計士 名称 富樫 正浩 店舗名 公認会計士富樫正浩事務所 
所在地 北海道札幌市中央区北二条西 13 丁目 1 番地

10 札幌第一会計ビル 
電話番号 011-241-5538 

得意業種 製造業 信販業 学校法人 
業務歴 日常業務として、中小企業に対する会計・税務支援業務を実施（売上高数億円～数十億

円）。 
中小企業再生支援協議会を利用した再生案件において、財務デューデリ、経営計画書の

作成支援を実施（売上高数億円）。 
民事再生法申請企業に対する調査委員業務を実施。 

自己 PR 大手監査法人での経験を生かし、中小企業に対して、企業の規模・状況に応じた的確な

支援を実施いたします。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 本部理事、北海道会幹事、北海道会副会長 
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 幹事、税務業務部会 分会長、 
租税調査会 租税政策検討専門部会 専門委員、租税調査会 委員             

 
南部 聡 
種別 公認会計士 名称 南部 聡 店舗名 南部公認会計士事務所 
所在地 北海道札幌市中央区北一条西 16丁目 1番 30

号  旭堂第一マンション知事公館前 702 号
室 

電話番号 011-632-5077 

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 
（本部のみ） 

 

 
松浦 恒久 
種別 公認会計士 名称 松浦 恒久 店舗名 松浦恒久公認会計士事務所 
所在地 北海道釧路市錦町 5丁目 3番地  三ッ輪ビル

4階 
電話番号 0154-64-1597 

得意業種  
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業務歴  
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
水野 秀樹 
種別 公認会計士 名称 水野 秀樹 店舗名 水野秀樹公認会計士事務所 
所在地 北海道札幌市中央区北五条西10丁目 17番地

1 ライオンズマンション札幌植物園前 804
号 

電話番号 011-231-8408 

得意業種  
業務歴 売上高数千万円から数百億円にわたり、全国各地において企業再生支援業務、事業計画

策定支援業務、組織再編・M＆A支援業務を行ってきました。 
自己 PR 現在は、北海道を拠点として活動しております。 

全国各地での再生事業支援や事業計画策定支援業務等の専門分野での経験とともに、金

融機関（自己査定）監査及び元銀行員としての経験も活かし、中小企業がおかれている

多様化・複雑化した経営上の課題を整理し解決していく一助になれればと考えます。 
受講した 
研修 

2014/03/27 日本公認会計

士協会北海道

会 

最近の中小企業をめぐる事業再生の状況 

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 札幌支所運営委員会 委員                   

 
浅利 昌克 
種別 税理士 名称 浅利 昌克 店舗名 浅利昌克税理士事務所 
所在地 北海道北見市とん田西町 378番地 23号  あ

いおいビル 3階 
電話番号 0157-23-6608 

得意業種 医療法人 製造業  
業務歴 経営計画の策定サポート、５社、１－２億円前後 
自己 PR 短期的な経営計画ではなく、中長期的な経営計画の策定支援を行い、経営者の長期的意

思決定、融資のために有用な情報の提供を行います。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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◆東北会（宮城県、青森県、秋田県、岩手県、山形県、福島県） 

磯海 雄介 
種別 公認会計士 名称 磯海 雄介 店舗名 磯海公認会計士事務所 
所在地 福島県須賀川市大町 442番地 3 電話番号 0248-75-2207 
得意業種 サービス業 製造業 小売業 
業務歴 サービス提供内容：再生計画策定支援、財務 DD、事業 DD、経営改善計画策定支援事業、

資金繰りコンサルティング、補助金申請支援、スポンサー選定、M&A支援、経営顧問、
予算実績管理支援、事業計画策定支援、経営革新計画申請支援、投資判断シミュレーシ

ョン作成支援、金融機関調整支援。経験企業数：200社以上。経験企業規模：個人事業か
ら売上 40億円規模まで、多数。 

自己 PR 震災後、東北地方の復興のため、福島を拠点に企業支援に取り組んでいます。具体的に

は、主に企業再生支援、経営顧問業務等を行っていますが、自分たちが“何の仕事をす

るか”ではなく、“何のために仕事をするか”ということを重視して、経営コンサルティ

ング事業を行っています。顧客企業の経営を良くするため、あらゆる方策を検討してそ

の実行を支援します。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
熊谷 真宏 
種別 公認会計士 名称 熊谷 真宏 店舗名 公認会計士 熊谷真宏 事務所 
所在地 宮城県仙台市青葉区中央 3 丁目 2 番 1 号 

青葉通プラザ 
電話番号 022-264-0952 

得意業種  
業務歴 中小企業における財務デューデリジェンス、資金繰りおよび経営改善計画の策定（支援）

業務。また経営改善計画に基づく金融機関交渉。 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

広報委員会 専門研究員  
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白石 雅敏 
種別 公 認 会 計

士、税理士 
名称 白石 雅敏 店舗名 白石公認会計士事務所 

所在地 宮城県仙台市青葉区本町 1 丁目 11 番 1 号  
仙台グリーンプレイス 

電話番号 022-395-4953 

得意業種 製造業 小売・卸売業 料理飲食旅館業 
業務歴 経営診断・改善計画の策定及び債権者交渉・財務戦略の立案及び資金調達支援・社員研

修・経営会議での助言・M＆A及びMBO等、主に私的整理による再生を中心として、経
験企業数は VC時代を含めて２００社前後。対象とした企業規模は、およそ売上高１億円
規模から５００億円規模まで。 

自己 PR 東京では大手監査法人に所属し、メガバンクの監査を中心に製造業・物流業・サービス

業等、幅広い分野を担当。その後、ベンチャーキャピタルに移り、株式公開を目指して

いる会社を対象に投資前の経営診断・調査をはじめとして、事業計画の編成や社員教育、

新規出店計画の立案や資金調達支援を実施。一方で事業再生にも従事し、改善計画立案

や経営者とともに債権者交渉のお手伝いをすることにより、あくまで自助努力による再

建を支援してきました。自身のキャリアから、特に金融や財務には精通しており、金融

債権者に対しても無理のない内容での交渉を実現させて、債務者債権者双方からご好評

を頂いております。 
受講した 
研修 

2013/01/08 
2013/04/11 

日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 

経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 
企業再生の税務 

協会役員歴 東北会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
奥山 吉行 
種別 税理士 名称 奥山 吉行 店舗名 奥山吉行税理士事務所 
所在地 山形県山形市浜崎 76番地 7 電話番号 023-624-3466 
得意業種 製造業 小売業 サービス業 
業務歴 経営相談・経営改善計画の策定支援 
自己 PR 【相談内容等】創業支援、事業計画作成支援、事業承継、Ｍ＆Ａ、情報化戦略、知的戦

略、人材育成、人事・労務、ＢＣＰ作成支援、金融・財務、保険・リスク管理 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 東北会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 
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倉成 磨 
種別 税理士 名称 倉成 磨 店舗名 倉成磨税理士事務所 
所在地 青森県八戸市大字本徒士町 3番地 2 電話番号 0178-45-5271 
得意業種  
業務歴 中小企業の事業再生事案（１社、売上高４～５億円） 
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/7/1～2 
2013/2/6～8 

中小機構 
中小機構 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 

協会役員歴 東北会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

公会計委員会 委員、継続的専門研修制度推進センター 委員                 

 
佐藤 成 
種別 税理士 名称 佐藤 成 店舗名 佐藤成税理士事務所 
所在地 福島県福島市五月町 2番 25号 電話番号 024-523-3451 
得意業種 食料品製造業 宿泊業 その他の法人 
業務歴 支援活動に関わってはいない。会計事務所を経営しており、税務および会計的なサービ

スの提供は可能である。民事再生における補助者を経験している。 
自己 PR 税務および会計のサービスが主体となる支援機関の一つです。 
受講した 
研修 

2013/10/21 
2013/10/20 
2013/08/25 
2013/08/24 
2013/08/23 
2013/02/27 
2013/02/26/ 
2013/02/25 

中小機構 
中小企業基盤整備機構 
福島大学 東北税理士会 
福島大学 東北税理士会 
福島大学 東北税理士会 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

基礎編 
基礎編 
経営学特別研究「事業再生論」 
経営学特別研究「事業再生論」 
経営学特別研究「事業再生論」 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 分会 副分会長、租税調査会 委員                 
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宮下 宗久 
種別 税理士 名称 宮下 宗久 店舗名 宮下宗久公認会計士税理士事

務所 
所在地 青森県八戸市一番町 1丁目 6番地 25 電話番号 0178-27-3983 
得意業種 建設業 製造業 サービス業 
業務歴 事業計画の策定支援・実行支援（40件） 

売上規模 5千万円～50億円 
自己 PR まずは、正しい会計帳簿を整え、正しい財務情報を把握した上で、経営改善計画の策定

支援をしていきます。計画作成後も、毎月の業績を適時に把握し、計画の進捗状況をフ

ォローします。お客様との打ち合わせには、有資格者が直接対応しますので、高品質の

サービスを提供できると思います。 
受講した 
研修 

2014/01/14 
2013/02/26 
2013/02/27 
2013/02/28 

TKC東北会 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

経営改善計画書作成の実務 
コンサルティング実践講座 
コンサルティング実践講座 
コンサルティング実践講座 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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◆東京会（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県） 
相田 裕郎 
種別 公認会計士、

税理士 
名称 相田 裕郎 店舗名 相田会計事務所 

所在地 文京区千石 3-14-5-403 電話番号 03-3945-1511 
得意業種 製造業、サービス業、建設業 
業務歴 企業再編時における会計、税務における検討。資金繰り、予実分析を通じた業務支援等

に 7社程関与いたしました。 
 
例として、創業者からの経営承継にあたり、内外環境からの要請により、親族外の従業

員の方が承継者となった事例があります。 
 
創業一族の方の承認から始まり、承継者となった方が覚悟を深めるに伴うに伴った、株

式の変遷、従業員の方の求心力、遠心力の移り変わりに応じた組織再編。 
現状に関する都度のヒアリングから、その状況に応じた、会計、税務上の選択肢の検討、

メリット、デメリット、リスクの説明を踏まえた選択肢の提示を繰り返しました。 
 
決して、一直線に進んだものではありませんでしたが、連携を密にし、時機を得た相談

も寄与したものか、承継直後の難しい局面を何とか乗り切り、現在ではグループとして、

承継前の利益水準を大きく上回る成長を遂げたグループとなりました。 
自己 PR 父、姉、私の 3名の税理士が主体となり、家業として会計事務所を営んでおります。 

 
会計の視点に限らず、税務、特に創業者一族、会社、個人所得までを射程においた資産

保全の視点を持ち、関与させていただいております。 
 
地場に根付いた中小企業を、フットワーク軽く、地場の金融機関と協力して支援させて

いただければ幸いです。 
受講した 
研修 

2013/2/1 
他 9回 

中小企業庁 経営革新等支援機関のための高度実践型研修 10回研修 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 

青木 俊雄 
種別 公認会計士、税理士 名称 青木 俊雄 店舗名 青木公認会計士事務所 
所在地 東京都新宿区四谷 2丁目 3番地 森ビル3階 電話番号 03-5361-6210 
得意業種 建設業 不動産業  
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業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/07/23 東京会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士として理解

しておくこと－ 
協会役員歴  
協会委員歴  
 
浅井 徳明 
種別 公認会計士 名称 浅井 徳明 店舗名 浅井公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区一番町 3番 10号  アピス一

番町 701 
電話番号 03-3263-9099 

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  
 
浅野 亮太郎 
種別 公認会計士、税理士 名称 浅野 亮太郎 店舗名 浅野会計事務所 
所在地 千葉県松戸市本町 25番地の 4  第 2石井ビル

402号室 
電話番号 047-711-6230 

得意業種 製造業 建設業 卸売業 
業務歴 なし 
自己 PR 長年の会計・税務業務の経験を生かしたていねいな支援を心がけております。事業を長

期にわたって安定させ、継続させていくためには合理的な事業計画を策定することが重

要です。そして策定した事業計画を達成していくためには、予算、原価、在庫、債権債

務などを適切に管理していくことが必要になります。当会計事務所では、事業計画の達

成のための仕組みを構築し、運用していくためのお手伝いをいたします。 
 

受講した 
研修 

2013/12/05 
2013/12/06 
2013/09/10 
2014/01/08 

中小機構 
中小機構 
JICPA東京会 
JICPA本部 

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 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会実務編 
経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 

協会役員歴  
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協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
有馬 俊幸 

種別 公認会計士、税理士 名称 有馬 俊幸 店舗名 有馬公認会計士・税理士事務所 
所在地 東京都江東区亀戸 2 丁目 24 番 3 号  グラ

ンズ亀戸 302 
電話番号 03-5875-0315 

得意業種  
業務歴  
自己 PR 経営改善計画の作成、創業融資等のサポートを行います 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
諌山 弘高 
種別 公認会計士、税理士 名称 諌山 弘高 店舗名 諌山公認会計士事務所 
所在地 東京都港区芝浦 4丁目 22番 1-1514号 電話番号 03-6809-6657 
得意業種  
業務歴 財務諸表の作成、経営分析、事業計画等を中心とした中小企業の支援を実施している。

企業規模としては売上数億から 100億超の中小企業が対象となっている。 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
石川 勝行 

種別 公認会計士 名称 石川 勝行 店舗名 石川公認会計士事務所 
所在地 新潟県三条市南新保 8番 30号 電話番号 0256-34-4789 
得意業種 製造業、卸売業、その他の法人(医療法人等) 
業務歴 会社の実態に添った経営改善計画及び資金繰計画等の策定支援 
自己 PR 経営改善事業再生計画の策定支援作業等を事業者と連携しながら誠実に取組みます。 
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受講した 
研修 

2013/06/12 

2013/09/10 

2013/11/08 

2014/02/12 

2014/06/04 

2014/08/04 

関東財務局 

東京会 

新潟県会 

関東財務局 

県中小企業再生支援協議会 

県中小企業支援ﾈｯﾄﾜｰｸ 

金融円滑化と中小企業支援策に関する説明会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会【実務編】 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会【総論編】【実務編】 

中小企業の経営改善支援等に関するﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ意見交換会 

第 12回県中小企業再生支援協議会全体会議 

平成 26年度第一回支援ﾈｯﾄﾜｰｸ会議 

協会役員歴 新潟県会会長及び副会長、東京会幹事、東京会経営委員会委員、東京会公益法人特別委員会委員 

協会委員歴 
（本部のみ） 

継続的専門研修制度推進センター委員会 委員 

 
石田 敦信 
種別 公認会計士 名称 石田 敦信 店舗名 石田公認会計士事務所 
所在地 東京都港区虎ノ門 4丁目 3番 1号 城山トラ

ストタワー15 階 トキワユナイテッドパー

トナーズ内 

電話番号 03-3431-5101 

得意業種 不動産賃貸業･管理業 設備工事業 社会医療法人、宗教法人、組合等 
業務歴 サービス提供内容： 

新規事業策定支援、金融機関・投資家との交渉、節税・資産運用、後継者教育。 
 
経験企業数： 
20社 
業歴の長い中堅オーナー企業（売上規模 10億～300億円） 

自己 PR 老舗中堅オーナー企業に対して、事業承継・相続対策を切り口とした支援を行っている。 
ベンチャー企業での経営経験を生かして、経営の視点で、新規事業支援を行うだけでな

く、金融機関・投資家との交渉、節税・資産運用、後継者教育について助言する体制を

整えている。 
受講した 
研修 

2013/06/01 
2013/7/5 
2013/7/2 
2013/8/23 
2014/2/2 
2014/1/30 
2012/4/19 
2013/1/28 
2013/11/30 
2013/4/13 

日本公認

会計士協

会 
 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
アジアの最新事情と税制研修会 
国際税務実務研修会 
企業価値評価ガイドライン－改正の経緯と概要 
種類株式の評価 
遺産分割と遺留分減殺請求等に関する研修会（税務・法務） 
事業承継の動向―経営者の最大の悩み、「後継者問題」 
特許価値評価―最近の知的財産訴訟やM&A事例を中心に 
「企業買収における企業価値」 
「『企業統治と独立(社外)役員の役割』 

協会役員歴  
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協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
板垣 太栄三 

種別 公認会計士、税

理士 
名称 板垣 太栄三 店舗名 公認会計士・税理士板垣総合

事務所 
所在地 東京都千代田区九段南 4丁目 8番 13号 電話番号 03-3238-1120 
得意業種 出版印刷業 サービス業 運輸業 
業務歴 ◎金融機関の中小企業に対する資金融資の姿勢を金融機関とかかわることにより経験的

に知っています。◎中小企業の経営管理・資金繰り管理と会計・税務に３０年間専門家

として取り組んできました。◎アセアン諸国を中心とする海外進出について進出支援し

た経験をもちます。特に「実現可能な抜本的な経営計画」の作成方法と実行プロセスに

ついてノウハウをもちます。いかにして強い会社を作るか、そしてそれをいかにして金

融機関に強く説得して資金を得るかをコンサルティング手法を使い、中小企業に丁寧に

導入してきました。 
自己 PR 三十有余年で培った公認会計士・税理士としての実務経験と養った実務知識を未曾有の

日本経済の危機、なかんずく中小企業の経営苦境に際し、なんとか役立てたいとの思い

でいます。私の持つ強みとしては、◎金融機関の中小企業に対する資金融資の姿勢を金

融検査を通じて知っていること、◎中小企業の経営管理と会計・税務に各種の技を持つ

ことそして◎アセアン諸国を中心とする海外進出について進出支援した経験をもつこと

です。特に金融庁の金融検査ガイドラインに沿って作成される「実現可能な抜本的な経

営計画」の作成方法と実行プロセスについてノウハウをもちます。 
受講した 
研修 

2013/02/01 
2013/02/05 
2013/02/07 
2013/02/12 
2013/02/19 
2013/02/26 
2013/03/05 
2013/03/12 
2013/03/19 
2013/02/12 

中小企業経営

革新支援ネッ

トワーク 
 
 
 
 
 
 
株式会社 TKC 

経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 1回 
経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 2回 
経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 3回 
経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 4回 
経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 5回 
経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 6回 
経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 7回 
経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 8回 
経営革新等支援機関のための高度実践型研修第 9回 
平成２４年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
井出 泰介 
種別 公認会計士 名称 井出 泰介 店舗名 井出泰介公認会計士事務所 
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所在地 東京都千代田区神田神保町 1丁目 10番 和
田ビル 4階 

電話番号 080-8884-9574 

得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/03/18 
 
 
2013/03/18 

日本公認会計士

協会 
 
同上 

中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計士の

役割について ～経営革新等支援機関として公認会計士

が行う中小企業支援スキームの具体的内容～ 
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
伊東 賢治 

種別 公認会計士 名称 伊東 賢治 店舗名 伊東公認会計士事務所 
所在地 東京都世田谷区上野毛 3丁目 23番 1-210号 電話番号 03-5758-6616 
得意業種 サービス業 運輸通信公益事業 金融保険業 
業務歴 公認会計士としてのキャリアをスタートしてから、長年にわたり監査人としてだけでは

なくCFOアドバイザーや企業内専門家としても大企業から中小企業まで様々な規模の企
業に関与してきました。経験した業種も多岐にわたり、製薬、医療機器、ソフトウェア、

インターネット、ITサービス等に関与した経験があります。 
自己 PR 公認会計士（日本・米国）・税理士・グローバル勅許管理会計士の資格保有者。東京大学

法学部卒。東京都世田谷区在住。監査法人、大手都市銀行、外資系企業等で会計、税務、

財務のプロフェッショナルとして 20年以上の実務経験。日本およびアジアでビジネスを
積極的に展開する中小企業の経営革新を支援。 

受講した 
研修 

2013/06/11 日本公認会計士

協会（東京会） 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士と

して理解しておくこと－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
伊藤 修平 
種別 公認会計士 名称 伊藤 修平 店舗名 伊藤公認会計士事務所 
所在地 東京都中央区日本橋 3丁目 5番 12号 ニュ

ー八重洲ビル 5階 
電話番号 03-5299-0525 

得意業種 サービス業 料理飲食旅館業 卸売業 
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業務歴 経営革新計画の策定支援（6件） 
経営相談・経営改善支援（100件） 
その他 
創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、生産管理・品質管理、情報化戦略、知
財戦略、人材育成、人事・労務、海外展開、BCP作成支援、物流戦略、金融・財務 

自己 PR 経営支援に関して、相当幅の広い範囲で多種多様な業種を支援した経験を有しているこ

とから、中長期的な事業戦略の立案や具体的な経営計画の作成支援から、人材育成・海

外展開等に至るまで、経験を活かした支援を実施することができます。 
窓口相談（無料）については、随時実施（事前予約が必要）していますので、お気軽に

ご相談ください。 
受講した 
研修 

2014/03/31 東京会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解しておくべ

き事業の知見－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
伊藤 威男 
種別 公認会計士 名称 伊藤 威男 店舗名 伊藤公認会計士事務所 
所在地 東京都新宿区東榎町 11番地 電話番号 03-3267-0185 
得意業種 建設業 製造業 卸売業 
業務歴 サービス提供内容：現状分析と事業計画 

経験企業数：５社 
企業規模 ：売上高１０億～１５億 １社 
      売上高 ５億～１０億 ２社 
      売上高  1億～   5億  ２社 

自己 PR  私は、長年にわたり公認会計士・税理士として中小企業の支援に携わっており、豊富

な実績と経験が蓄積され幅広い相談に迅速に対応することが出来ます。 
 組織のシステム化につきましては、民間企業で数年間システムエンジニアとして勤務

した経験もあり特に力を入れて取組んでまいりましたので、システムの構築、再構築に

ついても相談に応ずることが出来ます。 
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受講した 
研修 

2013/10/28 
2013/06/11 
2013/09/10 
2013/12/05～06 
2013/12/10 
 
2013/12/10 

中小機構 
東京会 
東京会 
中小機構 
中小機構 
 
中小機構 

専門家向け事業承継研修 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会（実務編） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（基礎編） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（経営改善等

計画策定演習） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（計画策定後

のフォローアップ） 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
伊藤 正博 
種別 公認会計士 名称 伊藤 正博 店舗名 伊藤公認会計士事務所 
所在地 新潟県新潟市中央区関屋田町2丁目296番地 電話番号 025-265-2321 
得意業種  
業務歴 補助金申請のための、業績予測についてのアドバイス。 
自己 PR 経営者と同じ目線で、会社の経営・将来について考えていければと考えています。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 東京会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 
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稲葉 豊 
種別 公認会計士、税理士 名称 稲葉 豊 店舗名 稲葉公認会計士事務所 
所在地 東京都新宿区新宿 2丁目 8番 8号 とみん新

宿ビル 3階 
電話番号 03-5919-2724 

得意業種 建設業 卸売業 小売業 
業務歴 サービス提供内容 

・M＆A に関わる資金調達方法等提示・経営計画書策定(社外に公表）提案 ・融資銀行
に対する決算説明実施するよう示唆 ・海外顧客新規取引に伴うリスク回避策：英文契

約書リーガルチェック専門家紹介 ・節税、納税対策相談・資金調達に関してメイン行、
サブメイン行の指定提案 ・顧客トラブルについて過去の原因究明と事前対策検討提

案 ・人件費適正化について労働分配率業界平均例示 ・金融安定化法期限後の対策 ・

人件費に関わる助成金情報・リスケ対策・新規事業に関わる資金調達方法 
企業規模（売上高） 5千万円～22億円 10社 

自己 PR ・資金調達アドバイス 
 １、事業遂行上の命綱の一つは資金手当です。但し、資金手当ての大半は借入です、

借入   調達の巧拙が明日の飛躍に直結します。 
 ２、大手銀行勤務（融資経験多）経験者在籍しています。また日本政策金融公庫とは

常に   コンタクト実施しています。 
 ３、中小企業再生支援協議会に再生支援登録している専門家が在籍しています。 
 
・事業承継アドバイス      
 １、相続が発生してからでは遅い、事前対策が大事    
 ２、事業承継を図るには、経営者のスムーズな交代を（相続間での争い回避等） 
 ３、資産の分散防止、事業続行、取引先との関係維持、社外流出削減等  々  

受講した 
研修 

2010/12/13 
2012/11/05 
2013/04/10 
2013/06/11 
 
 
2013/11/11 
2013/07/22 
2013/08/07 
2014/01/08 

日本政策金融公庫 
日本政策金融公庫 
東京会 
東京会 
 
 
日本政策金融公庫 
中小機構 
中小機構 
日本公認会計士協会 

融資制度～セーフティネットを中心として～ 
SWOT分析 
中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計

士として理解しておくこと－ 
認定経営革新等支援機関が関わる制度融資の内容 
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 
経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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井上 民三 
種別 or 公認会計士 名称 井上 民三 店舗名 千代田国際法律会計事務所 
所在地 東京都千代田区九段南 2-2-3       

九段プラザビル 8階 
電話番号 03-5357-1395 

得意業種 銀行、信金・信組、証券、カード・信販、リース業、不動産、建設、製造、情報通信、

卸・小売、印刷・出版、サービス業、遊技業 
業務歴 国内外の大手金融機関における豊富な会計監査経験を基に、近年は企業の経営改善に当

たり、金融機関の目線に適合する内部管理体制の整備や効率的経営のための助言を続け

て参りました。とりわけ中小企業支援においては、企業の M&A による事業承継支援、
親族への事業承継支援、資本制借入金の利用に係る助言に注力して参りました。 

自己 PR 中小企業の経営改善支援に際しては、金融機関との連携を踏まえた実効性ある経営支援

に努めています。具体的には企業価値の向上・回復の実現に向け、適時適切な資本支援

や収益力改善のための施作とともに、将来の事業継続を可能とする事業承継の施作につ

いても重視しています。近年の我が国の多くの経営再建事例を踏まえつつ、資本性借入

金の利用によるソリューションの提案等も行っており、企業と金融機関双方にとって実

現可能で効果的な経営革新を支援します。 
また、経営改善計画策定後のモニタリングについても注力しており、計画未達における

原因分析と軌道修正をタイムリーに支援します。 
さらに、米国大手会計事務所への赴任時代に培ったネットワークを基に、海外展開にお

ける現地税務・会計等制度に係る助言、現地関係先との連携や当局対応に係る支援も行

います。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 千代田会幹事(2014/6～) 
協会委員歴 
（本部のみ） 

監査基準委員会起草委員 

 
猪岐 幸一 
種別 公認会計士 名称 猪岐 幸一 店舗名 猪岐会計 
所在地 東京都豊島区南池袋 2丁目 32番 6号 サン

ハイツ豊島 203号 
電話番号 03-5957-5418 

得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/04/10 
2013/06/11 

東京会 
東京会 

中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士と

して理解しておくこと－ 
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協会役員歴 東京会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

継続的専門研修制度推進センター 委員             

 
岩﨑 淳 
種別 公認会計士 名称 岩﨑 淳 店舗名 岩﨑公認会計士事務所 
所在地 東京都荒川区南千住 4丁目 7番 3号 ロイヤ

ルパークスタワー1608号 
電話番号 090-8753-6282 

得意業種  
業務歴  
自己 PR 不動産鑑定士の資格を保有している。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 兵庫会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 
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岩田 浩一 
種別 公認会計士 名称 岩田 浩一 店舗名 公認会計士岩田浩一事務所 
所在地 東京都台東区東上野 3丁目 9番 5号 電話番号 03-5688-0260 
得意業種 小売業 料理飲食旅館業 製造業 
業務歴 ・連結会計導入支援、１社、売上高１億円未満。 

・売上業務プロセス改善支援、１社、売上高１億円未満。 
・売上債権管理プロセス改善支援、２社、売上高１０億円未満。 
・管理プロセス改善支援、５社、売上高１千万円～１億円 
・事業再生計画作成支援、２社、売上高２億円未満、及び１千万円未満。 
・経営プロセス改善支援、数社、売上高１千万円前後。 

自己 PR 自らが経営プロセス改善支援コンサルティングを行うと共に、今、複数の NO 法人に於
いて、そこに所属する経営コンサルタントを指導教育し、業務を遂行していく上で役に

立つツールの開発や活用指導を行っています！ 
クライアント企業の企業文化や特性を考慮し、最善の改善策をスムーズに抵抗少なく導

入支援をするこれまでのやり方には、定評を戴いております。 
受講した 
研修 

2013/06/12 
2013/09/10 
2013/11/13 
2013/12/12 
 
2013/12/13 
 
2013/12/17 

東京税理士会 
東京会 
東京会 
中小機構 
 
中小機構 
 
中小機構 
 
中小機構 

経営計画書の作り方 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会－実務編 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【実践力向上

編】（１日目） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【実践力向上

編】（２日目） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【個別分野コ

ース：経営改善等計画策定演習】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【個別分野コ

ース：計画策定後のフォローアップ等】 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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岩田 悦之 
種別 公認会計士、税理士 名称 岩田 悦之 店舗名 岩田悦之税理士事務所 
所在地 東京都千代田区一番町 13番 3号 

ラウンドクロス一番町ビル 8階 
電話番号 03-3234-8883 

得意業種 製造業（機械工業） 情報サービス業 社会福祉業 
業務歴 支援のサービス提供内容は再生にかかわる DD・アドバイザー業務・通常の財務顧問業務

（資金調達支援・マネジメントコンサルティング・原価計算のコンサルティング）。経験

企業数十数社。企業規模は 4，50億円から数億円の売上高の規模 
自己 PR M&A・再生等のトランザクションの経験が豊富であること。コンサルティング会社に所

属していた経験よりプロジェクトマネジメントと大局的にプロジェクトをすすめていき

ます。 
受講した 
研修 

2013/08/12 中小機構 事業再生研修（個別分野コース・経営改善等計画策定演習） 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
印具 毅雄 
種別 公認会計士 名称 印具 毅雄 店舗名 イング公認会計士事務所 
所在地 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-6-5 梅村ﾋﾞﾙ幡ヶ谷 6

階 
電話番号 03-6912-8502 

得意業種 情報サービス業、建設業、サービス業 
業務歴 2001年より十数年間、中小企業支援に取り組み、延べ約 200社に対し、会計税務顧問と

して指導にあたっています。会社設立準備から上場準備までの幅広い規模、業種を支援

してきました。 
自己 PR 2004年より、自らクラウド型の ERPを開発するベンチャー企業を経営していますので、

中小企業経営者の目線で、マネジメント、戦略、マーケティング、営業、企画・開発、

従業員のモチベートなどのご相談に乗ることが可能です。理論と経験の両輪で中小企業

支援します。 
特に得意としている分野は、自社経営において身につけた、戦略、マーケティング、そ

れらを文書化した中期・単年度経営計画策定を含むマネジメントと ITです。 
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受講した 
研修 

2013/4/10 
2013/6/11 
2013/7/4 
 
2013/7/5 
 
2013/7/23 
2013/9/10 
 
2013/11/13 
2013/12/5 
2013/12/6 
2014/3/23 

東京会 
東京会 
中小企業基盤整備機構 
 
中小企業基盤整備機構 
 
東京会 
東京会 
 
東京会 
中小企業基盤整備機構 
中小企業基盤整備機構 
東京会 

中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【個別

分野コース・経営改善等計画策定演習】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【個別

分野コース・計画策定後のフォローアップ等】 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実

務編 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
トップライン向上支援編 1日目 
トップライン向上支援編 2日目 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実

務編 
協会役員歴 東京会業務部常任幹事 
協会委員歴  
 
薄井 保男 
種別 公認会計士 名称 薄井 保男 店舗名 薄井公認会計士事務所 
所在地 東京都港区虎ノ門 1丁目 12番 12号 虎ノ門

石田印房ビル 3階 
電話番号 03-3506-7071 

得意業種 特にありません。   
業務歴 売上 10億程度の顧問先において「ものづくり」の助成金を受けた。 
自己 PR 公認会計士として会計分野、税理士として税務分野に通じており両分野を考慮したアド

バイスができます。 
受講した 
研修 

2013/04/11 日本公認会計士協会 企業再生の税務 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
宇田 力也 
種別 公認会計士 名称 宇田 力也 店舗名 宇田公認会計士事務所 
所在地 東京都世田谷区 5丁目 24番 29号 電話番号 03-3429-2721 
得意業種 小売・卸売業、サービス業、金融業 
業務歴 中小企業再生支援協議会の経営改善計画策定、個別企業の経営改善計画策定支援を 10数

社実施済み、現在も実施中。 
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自己 PR 事業計画作成支援、Ｍ＆Ａ、金融・財務等を専門としております。特に、事業計画作成

支援においては、元銀行員の経歴を活かし、金融機関の理解を得られるよう実効性のあ

る施策を提案してまいります。 
受講した 
研修 

2014/01/08 日本公認会計士協会 経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例

の解説 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

業種別委員会 銀行業資産査定対応検討専門部会 専門委員 

 
太田 啓之 
種別 公認会計士 名称 太田 啓之 店舗名 太田公認会計士事務所 
所在地 東京都中央区日本橋箱崎町 32番 3 号 秀和

レジデンス 305号 
電話番号 03-3666-0987 

得意業種 卸売業 製造業 化学工業 製造業 食料品製造業 
業務歴 中小企業を対象とした経営コンサルティング 業務経験33年 関与先件数40社以上 

テーマ 企業の経営診断全般、中長期経営計画の策定支援、人事制の構築と運用支援等 
対象企業規模 50名～300名程度 売上規模 30億円～200億円 
対象業種 卸売業（医薬品、食品等）、製造業（化学、食品、機械等） 

自己 PR 長年にわたって、経営コンサルティングの業務を専門に従事してきましたので、中小企

業の経営診断、中長期経営計画の策定、人事制度の構築、マーケティング政策の実践な

どのテーマで、40～50社の実績があります。 
現在のクライアントのほとんどが 20～30年のお付合いのある会社で、会社の実情の合わ
せて、長期的に支援する点に特徴があります。 

受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
岡田 育大 

種別 公認会計士、税理士 名称 岡田 育大 店舗名 公認会計士岡田育大事務所 
所在地 東京都港区芝大門 2丁目 12番 3号 共生ビ

ル 2号館 ７階 
電話番号 090-4972-9724 

得意業種 農林水産業 金融保険業 不動産業 
業務歴 特に林業関連の企業再生支援などを行うとともに、農業に関しては販路開拓等のマッチ

ングなども数件行っています。公認会計士としては証券化スキームなど SPCを利用した
プロジェクトファイナンスの経験は 30件超。 
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自己 PR 特に林業関連の企業再生支援などを行うとともに、農業に関しては販路開拓等のマッチ

ングなども数件行っています。公認会計士としては証券化スキームなど SPCを利用した
プロジェクトファイナンスの経験は 30件超。 

受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
岡部 雅人 
種別 公認会計士 名称 岡部 雅人 店舗名 岡部公認会計士事務所 
所在地 東京都新宿区西新宿 7丁目 8番 10号 

オークラヤビル 7階 
電話番号 03-6908-9131 

得意業種 金融保険業 不動産業 サービス業 
業務歴 ・売上高低迷企業に対しての経営分析、利益管理、資金繰り計画等のアドバイス 

・人事労務を含めた再生計画策定アドバイス 
・経営管理支援（管理会計の導入、原価管理分析、内部統制構築） 
規模は売上高 1億未満から数十億円程度まで 

自己 PR ベンチャービジネス、中小企業への支援経験が豊富な事務所です。現状を打破し、経営

を強化していくために、会計・税務から人事・労務を含めて経営全般にわたってサポー

トします。事業承継、相続対策などを含めてオーナー経営者にとっての課題を共に解決

します。 
受講した 
研修 

2013/06/22 
2013/09/10 

三多摩会 
東京会 

金融円滑化法出口対応と経営革新等支援機関制度について 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

学校法人委員会監査実務指針等見直し専門委員会 専門委員、学校法人委員会 委員、 
学校法人委員会 知事所轄学校法人監査対応専門委員会 専門委員長、 
学校法人委員会 引当金検討専門委員会 専門委員、 
学校法人委員会 内部統制に係る委員会報告等見直し専門委員会 専門委員、 
学校法人委員会 委員会報告等見直し専門委員会 専門委員、 
学校法人委員会 監事との連携検討専門委員会 専門委員 

 
奥津 泰彦 

種別 公認会計士、税理士 名称 奥津 泰彦 店舗名 奥津公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区西神田 3丁目 5番 3-2811号 電話番号 03-5213-3260 
得意業種 IT（ネット、モバイル） バイオ（特に非創薬系） 建設系 
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業務歴 ■ハウスメーカー（売上 50億程度）事業再生（民事再生の第 2会社方式）の立案、事業
計画作成、弁護士等との交渉から承継会社側でのオペレーション全般。定着後は監査役

としてモニタリング（4年）。 
■サッシ工場の事業譲渡。買い手の探査、スキーム構築（会社分割）からディールの完

了まで（50人程度）。 
■IPO支援（事業計画、資本政策立案～内部統制支援、監査役） 
■過剰投資の ITベンチャーの事業再建（売上 10億程度 事業譲渡による資金回収） 
■創業・企業支援（IT,バイオ、建設業） 

自己 PR  
受講した 
研修 

2013/05/10 
2013/04/10 

中小機構 
東京会 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】 
中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小栗 一徳 
種別 公認会計士、 

税理士 
名称 小栗 一徳 店舗名 公認会計士・税理士小栗事務所 

所在地 千葉県柏市柏 4-6-13-606 電話番号 04-7105-8491 
得意業種 製造業、医療介護(学校法人、社会福祉法人他)、農業 
業務歴 中小企業、個人事業主を中心とした顧問先に対して各種会計・税務サービスを提供して

おります。 
自己 PR 当事務所は公認会計士(日・米)・税理士の専門的知識・経験等を踏まえ、以下のような業

務を提供しております。 
・経営改善計画・資金繰り計画策定支援(実行支援、進捗状況管理を含む) 
・「中小企業の会計に関する指針」等に準拠した決算書の作成による経営分析・会社実態

の把握支援 
その他、創業支援、事業承継、Ｍ＆Ａ、海外展開支援等 

受講した 
研修 

2013/2/9 中小機構 認定支援機関向け経営改善・事業再生研修(3日間) 

協会役員歴 千葉県会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
音田 俊幸 
種別 公認会計士 名称 音田 俊幸 店舗名 音田会計事務所 
所在地 東京都大田区中馬込 1丁目 1番 17号 長原

台アーバンハイム 103号 
電話番号 03-3776-5561/(代) 
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得意業種 製造業の中の機械工業、食料品製造業 不動産業全般 サ―ビス業の中の情報サービス

業 
業務歴 東京都の城南地区の中小企業に対し、財務、労務、設備投資等に係る相談を三十五年に

渡り行い、経営改善計画書や事業計画書の策定を行った。主に金融機関を対象とするも

のであるが、実施企業数は百社を超え年商 1 億から５０億円規模の中小企業を対象とし
た。 
他に、継続的顧問先には毎年財務面に限らず営業や製造、人事に至るまで簡易な助言を

行い、成長力のある企業になっていただけるよう無償支援を心掛けている。 
自己 PR 経営全般に関する問題点を的確に指摘し、改善策を提示します。 東京城南で開業して以

降 35年にわたり。大企業から零細企業まで様々な規模の、多業種の社長とお付き合いし
てまいりました。税務調査 400件超、特別調査 20件超、査察事件 2件、国税行政不服審
判事件では全面勝訴するなど、税務調査の対応では確固たるノウハウを有しております。

 税務・会計のみならず幅広い事務手続きの代行やコンサルティングを行います。創業支

援ではその後の企業発展のための実りあるプランを、事業計画作成支援や情報化・知財・

物流戦略では税理士としての長年の経験を活かした現実的かつ有効な方策を示します。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
 
小野裕有 
種別 公認会計士 名称 小野 裕有 店舗名 小野裕有公認会計士事務所 
所在地 東京都台東区東上野 3-12-1井合ビル 電話番号  
得意業種 建設業、製造業、小売業、サービス業、IT企業、旅館業、飲食業 
業務歴  税務顧問、経営コンサルティング 

経営者目線で、経営戦略、マーケティング、営業、IT、人事管理などのご相談に乗る
ことが可能です。 

 創業支援、スタートアップ支援、IPO支援 
 経営改善計画策定支援、事業 DD、財務 DD 

 中小企業再生支援協議会関与案件実績もあります。 
 リスケだけでなく、DDSや、現在は債務免除検討案件も現在進行中です。 
 過去に別の士業・コンサルが経営改善計画策定を支援したものの、その後うま

くいっていない会社に対する支援経験があります。 
職歴：監査法人、個人会計事務所（現業）以外に、一般事業会社勤務経験もあります。

資格：公認会計士・税理士 
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自己 PR  経営者や従業員の精神状態や人間関係が、会社の業務遂行やパフォーマンスに影響

することにも念頭に置き、相談やアドバイス業務等に従事しています。 
 経営改善計画策定支援にあたっては、金融検査マニュアル（中小企業融資版）等に

も注意し、金融機関様の視点も理解するように努めています。 
 単に鉛筆を舐めて数字を作った計画ではなく、実現可能性を考慮した経営改善計画

の策定を支援します。 
 営業やマーケティングについても考えることが好きです。 
 必ず公認会計士又は税理士の有資格者が主担当として関与いたします。 
 誠意を持って対応いたしますので、お気軽にご連絡ください。 

受講した 
研修 

2013/4/10 
2014/11/26 

東京会 
日本公認会計士

協会 

中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 

中小企業支援対応プロジェクトチームによる報告「『経営者保証に関す

るガイドライン』における法人と経営者との関係の明確な区分等に関

する手続等について」の解説 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
笠井 隆司 
種別 公認会計士、税理士 名称 笠井 隆司 店舗名 笠井隆司公認会計士事務所 
所在地 東京都国分寺市本町 4丁目 1番 2号エスポア

ール花澤台 302 
電話番号 042-401-0342 

得意業種  
業務歴 公認会計士、税理士、行政書士の資格を生かし、設立から経営相談、融資支援、上場支

援、記帳指導、Ｍ＆Ａ、監査等全般の支援をしております。関与先は１００件を超え、

規模は、設立直後から、１００億円を超えるものまで幅広く扱っています。 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
片岡 俊員 

種別 公認会計士 名称 片岡 俊員 店舗名 片岡俊員公認会計士・税理士

事務所 
所在地 新潟県新潟市江南区鵜ノ子 2丁目 2番 32号 

鵜の子ハイツ A102号 
電話番号 025-383-1540 

得意業種  
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業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
加藤 茂 
種別 公認会計士、

税理士 
名称 加藤 茂 店舗名 加藤茂公認会計士事務所 

所在地 東京都渋谷区本町 5－27－14 渋谷本町ビル 電話番号 03-6276-6713 
得意業種 不動産業、サービス業、外資系企業全般、 
業務歴 1997/4/23 公認会計士開業登録 

青山監査法人、バンカース・トラスト銀行東京支店、UBS信託銀行、JPモルガン証券会
社東京支店を経て、東京スター銀行 SME事業部長（中小企業融資統括）を歴任。 
加藤茂公認会計士事務所 所長及び株式会社カイロス（東京都経営革新計画承認企業）代

表取締役 を現任。 
 

自己 PR 海外から日本市場へ投資（インバウンド投資）する外資と国内中小企業の JV 企業の支援
を得意としています。英文での事業計画・財務報告や国内外の資金調達、または国際的な

企業再編等々、中小企業でに接点の少ない専門的なアドバイスができます。 
受講した 
研修 

2013/2/16-18 
 
 
2013/2/6- 
2013/3/26 
（計 10回） 
 

独立行政法人 

中小企業基盤

整備機構 
中小企業経営

革新支援ネッ

トワーク 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 
 

 

経営革新等支援機関のための高度実践型研修 

協会役員歴 東京会税務第一委員会 副委員長、委員 
協会委員歴 
(本部のみ） 

 

 
加藤 正憲 
種別 公認会計士、税理士 名称 加藤 正憲 店舗名 加藤公認会計士事務所 
所在地 東京都新宿区大京町 21 番地 2  プラウド四

谷大京町 204 
電話番号 03-3359-1235 

得意業種 小売り 不動産 製造業 
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業務歴 ・中小企業支援協議会の仕組みを使った DDSスキームに係る事業再生計画策定支援 
・東日本大震災事業者再生支援機構の仕組みを使った事業再生計画策定支援 

自己 PR 事業再生計画策定支援のサポートにおいては、事業者様および金融機関様双方の立場を

考慮しつつ、事業者様が置かれた現実をよく理解し、関係者間の調整を行いながらサポ

ート致します。 
その他、事業提携やM&Aにおいては、事前の検討の段階において、ビジネス面、税務・
会計面といった観点からメリットやデメリットを整理し、最適な方法を提案しながら、

その実行をサポートさせていただきます。入り口から出口まで懇切丁寧にサポート致し

ます。 
受講した 
研修 

2013/03/14 
 
2013/06/11 

日本公認会計士

協会（本部） 
日本公認会計士

協会（東京会） 

企業の海外進出に当たって公認会計士が知っておくべ

き知財の知識 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士と

して理解しておくこと－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
金井 正義 
種別 公認会計士、税理士 名称 金井 正義 店舗名 金井公認会計士事務所 
所在地 東京都港区赤坂 3丁目 21番 21号 サンワッ

ト渡辺ビル 3階 
電話番号 03-5545-1270 

得意業種 サービス業 その他の法人  
業務歴 当事務所は、1996 年以降、「ビジネスにおける夢を実現する」ことをサポートするため

に、独立・開業支援を、行ってきました。 
具体的には、独立・開業前の相談から、会社設立後の経営・資金・会計・税務などの相

談に対応しています。 
当事務所のお客様は、主に東京都内に所在し、その企業規模は、会社設立直後で売上計

上が少ない会社から、上場した会社まで、幅広くなっています。 
自己 PR 外部環境が激しく変化しているので、安定した会社経営を行うことは、非常に難しい状

況です。当事務所は、経営者及び経営陣の皆さんと、一緒に考え、行動し、結果を出し

ます。 
また、当事務所には、公認会計士や税理士、そして、会計士や税理士の資格取得を目指

して勉強しているスタッフが、在籍しており、効果のあるサービスを、適正な価格で、

提供しています。ぜひ、当事務所を選択していただき、「ビジネスにおける夢」を実現さ

せましょう！ 
受講した 
研修 

2013/10/24 日本公認会計

士協会（本部） 
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 
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協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
金子 太妥志 
種別 公認会計士 名称 金子 太妥志 店舗名 マクシブ総合会計事務所 
所在地 東京都港区南青山 1丁目 20番 2号 電話番号 03-6413-6081 
得意業種 製造業 小売業 不動産業 
業務歴 中小企業の会計・税務のサポートを実施。また、企業再建業務として、財務デューデリ

ジェンスの実施及び事業契約の作成、借入返済計画の作成等の業務に従事。企業規模と

しては売上高１千万円～６０億円の企業を支援。 
自己 PR マクシブ総合会計事務所は、企業の戦略的ビジネスパートナーとして、会計・税務サー

ビスのみならず、経営計画の作成、売上増大、経費削減、人事労務に関する問題など、

経営者のあらゆる悩みを解決すべく全面的な支援を行っています。業績が低迷する企業

に対しては、事業面及び財務面を徹底的に精査し窮境の原因を明らかにするとともに、

その処方箋を提示します。さらに、過剰債務等については金融機関等と返済方法に関す

る交渉を行い、財務の健全化を支援いたします。私たちは、経営革新等支援機関として、

明るい日本の未来を創るため、これからも中小企業を支援していきます！ 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
上木戸 一仁 
種別 公認会計士 名称 上木戸 一仁 店舗名 上木戸一仁公認会計士・税理

士事務所 
所在地 東京都港区芝 2-1-23 ニューカナール 501 電話番号 050-5898-8907 
得意業種 食料品製造業、サービス業、不動産業など 
業務歴 平成 24年度創業補助金 海外需要獲得型起業の応募について、当事務所が手掛けた案件

４件（採択率 80％）が採択されました。 
 

自己 PR 法人向けサービスに特化し、会計・税務・ファイナンスを中心としたアドバイザリー業

務を行う他、上場企業を含む数社の取締役・監査役を務めております。 
記帳などのルーティンワークニーズよりも、ご相談などの問題解決ニーズにお応えいた

します。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
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協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
神山 貞雄 

種別 公認会計士 名称 神山 貞雄 店舗名 公認会計士 神山事務所 
所在地 東京都千代田区平河町 1丁目 6番 15号 US

ビル 702 
電話番号 03-3264-3292 

得意業種 製造業 建設業 サービス業 
業務歴 当事務所は金融機関の会計監査の経験があり、自己査定制度等に精通しています。 

中小企業の顧問の経験も豊富ですので、中小企業の実情を考慮した上で、金融機関も納

得できる経営改善計画の策定を支援します。 
民事再生手続における再生計画立案支援や財産査定の経験もありますので、法的手続き

に移行した場合の支援も可能です。 
自己 PR 経営改善計画は、金融機関の支援が得られることが重要です。そのためには金融機関側

の自己査定制度や金融検査マニュアルに従った債務者区分・分類の具体的方法も理解し

ておく必要があります。 
当事務所は金融機関の会計監査の経験があり、自己査定制度等に精通しています。 
中小企業の顧問の経験も豊富ですので、中小企業の実情を考慮した上で、金融機関も納

得できる経営改善計画の策定を支援します。 
受講した 
研修 

2013/04/10 日本公認会計士協

会（東京会） 
中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
河近 芳昭 
種別 公認会計士 名称 河近芳昭 店舗名 河近公認会計士事務所 
所在地 (東京事務所)東京都中央区日本橋兜町 11-7 

ビーエム兜町ビル５Ｆ 
(札幌事務所)札幌市中央区南一条西 7 丁目
12-6 パークアベニュービル 503 

電話番号 (東京事務所)03-6666-5101 
(札幌事務所)011-218-0010 

得意業種 サービス業、不動産業、小売業 
業務歴 (札幌事務所)経営改善計画策定支援およびモニタリング業務、創業支援業務と資金調達時

の事業計画作成支援を行っています。 
(東京事務所)Ｍ＆Ａと事業承継、財務調査、ＩＰＯの支援業務を行っています。 
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自己 PR 大手監査法人で法定監査、財務調査、ＩＰＯ関連の業務を経験後に独立開業しました。 
認定支援機関として関与するお客様には、やるべき改善策や目標とすべき利益（合理）

と会社の中での立場や人の感情面（情理）に配慮しつつアドバイスを行っています。 
特に、経営者の何が何でも再生させるという気持を継続させるサポートが重要と考えて

います。 
受講した 
研修 

2013/9/29 
2014/9/19 

中小機構 
東京会 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
川松 久芳 
種別 公認会計士、税理士 名称 川松 久芳 店舗名 川松保夫税理士事務所 
所在地 東京都港区赤坂 8丁目 1番 22号 

赤坂王子ビル 5階 
電話番号 0586-45-4527 

得意業種 建設業 サービス業 卸売・小売業 
業務歴 公認会計士や税理士として様々な中小企業に携わり、これまでお邪魔した会社は 500 社

を超えます。業種が多岐に渡るだけでなく、各社は創業期から成熟期まであらゆる段階

にあり、売上規模も 50万円から 2兆円まで、企業の置かれた状況や課題は千差万別で、
様々な経営者の方々とお話してきた経験が魅力です。会計や税務だけでなく、分析や事

業計画、補助金申請、財務調査、株価算定、監査、設立、相続など総合的なサービスを

ご提供します。 
自己 PR 親子３代に渡る税理士事務所を引き継ぐ税理士で公認会計士です。上場会社から個人経

営の中小企業まで幅広い経験を基に、お客様と直接顔を合わせる関係を大切にする支援

機関を目指しています。直接ご訪問またはご対応し、お客様の個々のご事情にあわせて、

丁寧にご説明します。高水準の事業計画も策定できますが、ただ計画を策定するだけの

ドライで大量生産な仕事はちょっと苦手です。あえてホームページも作りません。お客

様との信頼関係を大切にしています。 
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受講した 
研修 

2013/09/02 
 
2013/09/25 
 
2013/06/06 
2013/07/23 
2013/09/12 
2013/11/12 
2013/12/16 
2014/01/08 
2014/01/28 
2014/03/18 

中小機構 
 
中小機構 
 
東海税理士会 
東海税理士会一宮支部 
東海税理士会一宮支部 
中部ミロク会計人会 
中部ミロク会計人会 
中部ミロク会計人会 
東海税理士会 
会計教育研修機構 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（基礎

編） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（実践

力向上編） 
改正税法研修会 
中小企業の会計に関する基本要領について 
税理士が知っておくべき労務及び社会保険の知識 
事業承継税制の改正と実務適用 
個人課税の誤りやすい点について 
平成 25年分確定申告のチェックポイント 
新しい事業承継税制の概要 
今年度決算に影響する平成 26 年度税制改正の減
税措置 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
神林 克明 
種別 公認会計士 名称 神林 克明 店舗名 公認会計士 神林克明事務所 
所在地 東京都墨田区両国 2丁目 21番 5号 両国ダ

イカンプラザ 611号 
電話番号 03-6659-6937 

得意業種 製造業 サービス業 その他の法人 
業務歴  これまでに中小企業の会計、法人税務実務を通じて経営相談等の実務経験を有してい

ます。経営革新等支援機関認定後の支援実務経験はありませんが、これまでの公認会計

士としての実務経験を活かし、支援業務にあたるつもりです。 
 また、営利企業のみならず、公益法人、学校法人等の非営利分野における法人の実務

につても多数の経験を有しています。 
自己 PR  公認会計士としてのこれまでの監査、決算書の作成、税務申告業務を通じた実務経験

を活用し、経営相談等の支援業務にあたるとともに、社会保険労務士として会社の人事

面からのアプローチ、また、労働、社会保険等の手続、補助金等の申請も含めた、様々

な観点より支援にあたることができ、多面的なアプローチができると思います。 
 一方で、営利企業に限らず、公益法人、学校法人等の実務にも多数携わっており、こ

れらの分野に対する支援も得てとしております。 
受講した 
研修 

2013/10/24 
 
2013/08/07 

日本公認会計士協会 
 
東京会 

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 
「ここが変わった、新事業承継税制」研修会 

協会役員歴 東京会幹事       
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協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 幹事、税務業務部会 副分会長、租税調査会 租税相談部会 部会員、 
租税調査会 副委員長、租税調査会 資産課税等専門部会 専門部会長、 
非営利法人委員会 労働組合専門部会 専門委員     

 
北島 正一 

種別 公認会計士 名称 北島 正一 店舗名 北島正一 公認会計士・税理
士・行政書士 事務所 

所在地 東京都千代田区神田多町 2 丁目 7 番地 1 
TKR神田多町 504号 

電話番号 03-6206-0432 

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 
（本部のみ） 

 

 
城所 孝明 
種別 公認会計士 名称 城所 孝明 店舗名 城所孝明公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区九段南 3-9-11-1001 電話番号 090-2659-6303 
得意業 製造業、卸売業、小売業 
業務歴 ・埼玉県中小企業再生支援協議会の専門家アドバイザーとして、対象企業の財務 DD 及

び経営改善計画策定サポート（2件：H26年度実績） 
・経営革新等支援機関として経営改善計画策定サポート（2件：H26年度実績） 
・金融機関からの依頼による融資先の経営改善計画策定サポート（6件：H26年度実績） 
・その他（経営改善計画策定後のモニタリング、経営改善計画策定に関する金融機関内

部研修講師、金融機関折衝サポート、資金繰り表作成サポートその他企業再生案件多数） 
自己 PR ・計画策定にあたっては、金融機関の視点から実抜計画要件充足を念頭に入れたサポー

トを行っております。また、計画実行段階においては、対象企業の立場から PDCAサイ
クル構築による計画達成及び金融機関への予実差異報告をサポート致します。 
・個人事務所開業以前はコンサルティング会社において、上場企業のプレパッケージ型

民事再生や RCC関与の私的整理等多数の再生案件に関与し、再生業務について豊富な経
験を有しております。 

受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
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木下 德明 
種別 公認会計士 名称 木下 德明 店舗名 木下公認会計士事務所 
所在地 東京都八王子市暁町 1丁目 39番 15号 電話番号 042－622－4011 
得意業種 機械工業、出版印刷業、運輸通信公益事業 
業務歴 これまで長年にわたり、中小規模の事業者の皆様に、事業計画作成支援、事業再生計画

作成支援、原価計算制度導入支援、管理会計制度導入支援、財務分析・経営状況分析、

経理体制改善支援といった領域のサービスを提供してまいりました。 
自己 PR 自社の事業戦略の立案、中期経営計画の策定をするのには、自社の現状を正確に把握し

なければなりません。 
私たちは、中立的な立場から、デューデリジェンス（ビジネス、契約、会社資産等に対

して行う詳細調査）を実施して正確な現状把握行うとともに、課題を抽出して自社の強

み・弱みを様々な角度から分析し、自社の企業価値を数値化していきます。 
そのうえで、適切な将来予想に基づき、実現可能性のある事業戦略の立案、中期経営計

画の策定を支援いたします。 
また、策定した経営計画が確実に実行されるよう、取締役会へのオブザーバー参加、金

融機関、取引先様への定期的な報告を適宜行うことにより、計画実現に向けた支援を行

います。 
受講した 
研修 

2013/6/22 三多摩会 金融円滑化法出口対応と経営革新等支援機関制度について 

協会役員歴 本部常務理事、本部理事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
木下 政昭 
種別 公認会計士 名称 木下 政昭 店舗名 木下公認会計士事務所 
所在地 東京都八王子市暁町 1丁目 39番 15号 電話番号 042－622－4011 
得意業種 食料品製造業、卸売業、建設業 
業務歴 これまで中小規模の事業者の皆様に、事業計画作成支援、事業承継、M&Aに関するアド

バイザリー業務、事業再生計画作成支援、原価計算制度導入支援、管理会計制度導入支

援、内部統制システム構築支援、財務分析・経営状況分析、経理体制改善支援といった

領域のサービスを提供してまいりました。 
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自己 PR 自社の事業戦略の立案、中期経営計画の策定をするのには、自社の現状を正確に把握し

なければなりません。 
私たちは、中立的な立場から、デューデリジェンス（ビジネス、契約、会社資産等に対

して行う詳細調査）を実施して正確な現状把握行うとともに、課題を抽出して自社の強

み・弱みを様々な角度から分析し、自社の企業価値を数値化していきます。 
そのうえで、適切な将来予想に基づき、実現可能性のある事業戦略の立案、中期経営計

画の策定を支援いたします。 
また、策定した経営計画が確実に実行されるよう、取締役会へのオブザーバー参加、金

融機関、取引先様への定期的な報告を適宜行うことにより、計画実現に向けた支援を行

います。 
受講した 
研修 

2013/6/22 
 
 
2014/8/29 
 
 
2014/9/13 

三多摩会 
 
 
東京税理士会 
 
 
東京税理士会 

金融円滑化法出口対応と経営革新等支援機関制度につい

て 
 
認定支援機関向け研修会～経営改善スペシャリスト育成

講座・経営改善計画策定支援研修会基礎編～ 
 
認定支援機関向け研修会～経営改善計画策定支援研修会

実践編～ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
串田 隆保 
種別 公認会計士、税理士 名称 串田 隆保 店舗名 串田公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区平河町 1丁目 6番 8号 平河

町貝坂ビル 4階 
電話番号 03-5211-7161 

得意業種 繊維・衣服等の卸及び小売業 不動産賃貸業 建設業 
業務歴  中小企業の支援は主に経営計画作り、資金繰り、経営相談等を中心に行ってきた。中

小企業の社長は場当たり的経営が多く、経営計画に基づいた経営はあまり行われておら

ず、計画が重要ということの認識をさせることが大変である。場当たり的となる原因は

毎月の資金繰りのキツサであり、中小企業の社長のしごとの半分以上が資金繰りに費や

されている。従って資金繰り表作り方から金融機関への提出資料の作り方及び効率的な

経営管理等を支援してきた。 支援してきた企業数は200から 300社（売り上げ規模は
20 百万円～3,000 百万円）であるが、経営革新等支援機関としての支援業務は、現在の
ところ１社のみである。 



‐39‐ 

 

自己 PR  開業３５年を超え経験も大分積みました。関与した業種は３０を超え金融業以外はほ

とんど対応できると確信しております。古くは和議に始まり、民事再生案件は手がけた

先の５０％は現在存続しており、そのうちの 40％は成長し続けています。 
 企業は倒産してしまっては終わりです。従業員、取引先をはじめ多くの関係者、関係

機関ひいては日本のために何とか存続し、再生を図るべきだと思います。その為に精一

杯支援をしてゆきたいと思っております。 
受講した 
研修 

2014/03/25 
2014/01/08 
 
2013/09/10 
2013/07/23 

東京会 
日本公認会

計士協会 
東京会 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
経営改善計画の策定支援業務の基礎記載例の解説 
 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
経営改善計画支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
工藤 聡生 
種別 公認会計士 名称 工藤 聡生 店舗名 工藤聡生公認会計士税理士事

務所 
所在地 東京都千代田区九段南 3-9-14 第３２荒井ビ

ル３階 
電話番号 03-5215-7357 

得意業種 サービス業、製造業、建設業 
業務歴 事業計画書の作成を支援して、『中小企業経営力強化資金』の調達を手伝っている。年間

１０社以上を支援している。 
自己 PR 事業計画書作成、PDC サイクルの支援を通じて顧客の利益管理体制の強化に貢献してい

る。詳細は、http://www.kaigyou-sougyou.com/を参照していただきたい。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
栗元 秀樹 

種別 公認会計士 名称 栗元 秀樹 店舗名 栗元公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区神田須田町 1 丁目 7 番 1 号  

ウィン神田 606 
電話番号 03-6206-8140 

得意業種 料理飲食旅館業 小売業 製造業 

http://www.kaigyou
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業務歴 ■サービス提供内容 
：創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、人材育成、金融・財務 
■経験企業数 
：30社以上 
■企業規模 
：売上高 5000万円～600億円程度まで大小様々 

自己 PR 監査法人・経済産業省/中小企業庁・再生ファンドでの勤務経験を活かした、派手ではな
いものの地道な事業再生支援を得意としております。 

受講した 
研修 

2013/10/28 
2013/12/04 
 
2013/03/04 

中小機構 関東本部 
特許庁 広域関東圏
知的財産戦略本部 
関東経済産業局 

専門家（実務家）向け事業承継研修会 
‘知的財産’の力を活かした経営基盤の強化策～中

小企業支援の引き出しを増やそう！～ 
中小企業・小規模事業者支援施策説明会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
車 龍和 
種別 公認会計士

税理士、Ａ

ＦＰ、行政

書士 

名称 車 龍和 店舗名 車龍和公認会計士事務所 

所在地 東京都港区新橋２－１６－１ニュー新橋ビ

ル６２８ 
電話番号 03-6206-1953 

得意業種 飲食業 貿易業 インターネットビジネス 
業務歴 中小企業経営革新計画取得支援３件、税務関係１０年、法務関係１０年、外国人労働問

題１０年 
自己 PR 財務に限らず税務やビジネス法務も手掛けており、経理・法務・総務関係について幅広

く相談できます。 
ＡＦＰとしてオーナーの資産相談にも対応できます。 
韓国語・中国語での業務提供も可能です。 

受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

広報委員会 委員 

 
黒崎 正敏 
種別 公認会計士 名称 黒崎 正敏 店舗名 黒崎公認会計士事務所 
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所在地 東京都板橋区高島平 4丁目 17番 8号 電話番号 03-6915-6678 
得意業種  
業務歴 創業から売上高 20億円程度までの会社の支援を提案している。実績はなく、研修会等は

気がつけば出ている。現状では、6 月 30 日締めの補助金に関わる申請の準備を 3、4 社
手がける予定です。 

自己 PR 金融サ-ビス会社の経営企画部で、予算・事業計画作成業務・ｱﾆｭｱﾙﾚﾎﾟ-ﾄ作成・連結会社
管理や上場を担当していた。独立後、公認会計士として、会計監査を通じ、株式公開業

務を行っていた。 
受講した 
研修 

2014/01/08 
2013/09/09 

日本公認会計士協会 
東京税理士会 

経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例 
経営革新等支援機関向け研修 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小泉 大輔 

種別 公認会計士 名称 小泉 大輔 店舗名 小泉大輔公認会計士事務所 
所在地 東京都中央区八重洲 1丁目 7番 7号 吉川ビ

ル 6階 （株）オーナーズブレイン内 
電話番号 03-3231-0585 

得意業種 財務健全化 組織力の向上 株式上場 
業務歴 規模しては、1億円～20億円が中心です。 

財務体質が悪化している会社、さらには、次世代の経営者の育成、そして、株式上場に

たずさわりました。 
自己 PR 経営者は、何か相談事があると、会計、税務の分野は、顧問税理士さん、法律の分野は

弁護士さん、労務に関しては、社労士さんに問い合わせることが多いかと思います。で

も、会計、税務、財務、法律、労務などが絡む相談事だと、それぞれの専門家に相談し

なければなりませんし、また、最終的にどのように判断していいか困ることが多いと思

います。また、問題によっては、だれに相談していいかわからないようなこともあるか

と思います。そんな場合にでも、そのような問題の窓口に立って、会計、税務、財務、

法律、労務などの問題にワンストップで解決するオーナーの知恵袋としてご支援してお

ります。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小島 昇 
種別 公認会計士 名称 小島 昇 店舗名 千代田国際公認会計士共同事務所 
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所在地 東京都千代田区神田錦町 3 丁目 17 番地 
廣瀬ビル 9階 

電話番号 03-5217-2355 

得意業種 料理飲食旅館業 サービス業 小売業 
業務歴 神奈川県の温泉旅館を経営する会社が中小企業支援協議会の援助を受けるための資料の

作成、その他のアドバイス 
自己 PR 中小企業の経営支援に関する多様な経験により、中小企業の活性化のためのお役にたて

ます。 
また、共同事務所のスタッフは、いつでもその補助をする用意ができており、売上高数

百億円程度の企業まで対応可能です。 
受講した 
研修 

2010/11/09 一般社団法人日本経営管理協会 経営改善支援の実践研修 

協会役員歴 本部常務理事、本部理事、東京会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 幹事長、税務業務部会 分会長、資格審査会 委員、租税調査会 副委員長、
会務運営改善検討プロジェクトチーム 構成員、社会貢献プロジェクトチーム 構成員、
会員及び準会員等受入対策プロジェクトチーム 構成員、 
ＩＴ基盤整備検討プロジェクトチーム 構成員 

 
小林 元 

種別 公認会計士、税理士 名称 小林 元 店舗名 小林公認会計士事務 
所在地 茨城県つくば市宝陽台 12番地１ 電話番号 090-2228-4070 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/09/10 
2013/08/09 
2013/08/12 
 
2013/08/13 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
 
中小機構 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修基礎編 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（実践力向上編） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 実践力向上編 
個別分野コース：経営改善等計画策定演習 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 実践力向上編 
個別分野コース：計画策定後のフォローアップ 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小林 俊文 
種別 公認会計士 名称 小林 俊文 店舗名 公認会計士小林俊文事務所 
所在地 長野県中野市大字田上 985番地 電話番号 090-2532-7038 
得意業種 農林水産業 建設業 製造業 
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業務歴 創業支援、システムコンサル 
自己 PR 会計に限らず、システムや税務、法務も含めて、中小企業の皆様のニーズに合ったサー

ビスを本人が直接、提供いたします。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小松 満義 
種別 公認会計士、

税理士 
名称 小松 満義 店舗名 小松満義公認会計士・税理士

事務所 
所在地 東京都中央区東日本橋 3-7-8-1001 電話番号 03-5843-8454 
得意業種 サービス業（IT、バイオ、人材、海外）、小売業 
業務歴  資本政策作成支援（資金調達、ストック・オプション、企業価値評価） 

 株式オーナーの財産コンサルティング 
 税務・会計・財務・経営顧問 
 経営状況・キャッシュフロー分析、事業計画策定支援、財務デューデリジェンス 

自己 PR 顧客至上主義を貫き、常に顧客が望むニーズを察知し、最適の提案と支援を誠心誠意行う

ためだけに、当事務所の存在意義はあります。 
 
ベンチャー企業・スタートアップ企業に対しては顧問や役員として税務・財務面から幅広

く支援するとともに、上場・未上場の株式オーナーに対しては「どの財産を、誰が、どの

ように持つことがファミリーにとって最適か」という観点から財産コンサルティングを実

施してきました。これらの経験を活かし、ベンチャー企業やそのオーナーに対しては最適

な支援が提供できると思います。 
受講した 
研修 

2013/8/28,29 
 
2013/9/3 

中小企業基盤

整備機構 
同上 

・認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【実践力向

上編】 
・認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【経営改善

等計画策定演習編】 
協会役員歴  
協会委員歴 
（ 本 部 の

み） 

 

 
小見山 満 
種別 公認会計士 名称 小見山 満 店舗名 小見山公認会計士事務所 
所在地 東京都港区六本木 3丁目 6番 9号 電話番号 03-6697-7000 
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得意業種 IT関連事業 不動産業（不動産取引業、不動産賃貸業･管理業など） その他の法人（非
営利法人など） 

業務歴 私どもは、中小企業を支援して 50年以上の歴史をもち、経営相談、事業承継、資金計画
立案、再生業務支援、海外進出相談、組織再編成その他中小企業が必要とする事業のア

ドバイスをしております。 
現在もサービスを提供させていただいている企業数は 800 社に達し、その規模は従業員
２～３名から 1000名以上の企業と幅広い中小企業の方たちに及んでおります。 
私どものグループには、人事や社会保険を担当する会社もあり、雇用問題などの相談に

も応じております。 
自己 PR 50 年以上の歴史をもつ会計事務所として、中小企業の本質を知り、中小企業を支援する

ことこそが我々の使命だと考えております。 
中小企業は、営業力、開発力、資金力、人材力、などの面で不安定なことが多く、一旦

体力を消耗しだすと自力で立ち直れないため、我々支援業者とともに再生を実現した例

を多々見てきています。 
特殊分野として、関連会社の整理と組織再編による企業再生、海外展開している企業の

再生、更には非営利法人の再生も経験しております。 
多くの経験を生かし、経営者と異なる視点から物を見て支援できることも重要なことだ

と考えております。 
受講した 
研修 

2014/01/08 
2013/10/24 
 
2013/04/11 
2013/03/18 

日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 
 
日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 

経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 
中小企業の経営者に関係する相続税制と手続につい

て 
企業再生の税務 
経営革新等支援機関として公認会計士が行う中小企

業支援スキームの具体的内容 
協会役員歴 本部副会長、本部常務理事、本部理事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 オブザーバー、租税調査会 委員長、経営研究調査会 委員長、 
中小事務所等施策調査会 副委員長、震災対応委員会 委員長、修了考査運営委員会 委員、 
監査制度充実強化調査会 副構成委員長 
機関誌編集委員会 編集オブザーバー、品質管理基準委員会 オブザーバー、 
継続的専門研修制度協議会 委員、会社法改正対策特別委員会 委員 
監査法人の名称に関するプロジェクトチーム 構成員、 
監査事務所ローテーション検討プロジェクトチーム 構成員、 
協会組織・ガバナンス検討プロジェクトチーム 構成員、 
監査業務内容検討プロジェクトチーム オブザーバー、 
監査報酬依存度に関する対応検討プロジェクトチーム オブザーバー 

 
齋竹 亙 
種別 公認会計士 名称 齋竹 亙 店舗名 齋竹公認会計士事務所 
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所在地 東京都港区六本木 6丁目 3番 1号 電話番号 03-6447-1633 
得意業種 製造業   
業務歴 ありません 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
坂下 幸之 

種別 公認会計士 名称 坂下 幸之 店舗名 坂下幸之公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区神田須田町 2 丁目 6 番地 1  

坂下ビル 10階 
電話番号 03-3254-3021 

得意業種 小売業 不動産業 サービス業 
業務歴 資金繰計画の策定等 
自己 PR 経営者の立場に立ち誠実な対応を心がけています。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
坂本 祐輝 
種別 公認会計士 名称 坂本 祐輝 店舗名 坂本祐輝公認会計士事務所 
所在地 茨城県つくば市研究学園 5丁目 11番地 2 

パークハウスつくば研究学園けやきレジデ

ンス壱番館 2103号 

電話番号 029-875-9013 

得意業種 製造業、建設業、サービス業 
業務歴 支援内容 

・記帳代行、決算・申告書作成支援 
・経理体制の構築・運用支援、会計システム（市販ソフト）の導入・運用支援 
・経理担当者向け研修 
等 
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自己 PR 改善計画やその実績情報といった会計情報を金融機関等への報告のためだけに利用す

るのではなく、自己点検にも活用できるよう、以下の点に力を入れて支援させて頂きた

いと考えております。 
１．事業の自己点検を可能とする会計情報作成：事業別、部門別あるいはプロジェクト

別会計よる採算管理の徹底、資金収支・資金繰り情報の精度向上、経理担当者への研修

支援等 
２．システム処理の見える化：システム処理は処理過程が見えなくなることから、例外

処理対応や業務引継等で弊害が生じている可能性があります。業務フローやリスク管理

表の作成を通してシステムの処理過程を見える化し、問題点の把握・対処をしやすい体

制作りを支援します。 
受講した 
研修 

2014/1/8 
 
2014/2/9 

日本公認会計士協会 
 
中小機構 

経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の

解説 
中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修） 

協会役員歴 茨城県会 幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

IT教育専門委員会 専門委員 

 
坂守 信治 
種別 公認会計士・

税理士 
名称 坂守 信治 店舗名 坂守公認会計士・税理士事務所 

所在地 千葉県千葉市中央区中央１－１－１小

川ビル２階 
電話番号 043-305-5280 

得意業種 製造業、不動産賃貸業、サービス業 
業務歴 ・東日本大震災事業者再生支援機構（仙台）の再生案件に複数従事いたしました。 

・個人商店から中小企業および上場企業の税務顧問に従事しております。 
・ご要望に応じて、税務調査を視野に入れた決算書および税務申告書およびその補助資

料の作成に努めております。 
・会社の合併等に伴うグループ会社の再編・整理コンサルティング業務に従事しており

ます。 
・法人税だけでなくオーナー個人やご家族の所得税・相続税を視野に入れた税務アドバ

イザリー業務に従事しております。 
・将来の事業計画を活用しながらの相続税や事業承継対策業務に従事しております。 
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自己 PR 弊所は、お客様のイメージ作成のお手伝いになればとホームページを作成しております

ので、並行してご参照いただければ幸いです。 
http://sakamori-cpa.com/ 
 
・「お客様の利益を、お客様以上に考えます」を経営方針として、日々業務に従事させて

いただいております。 
・いただきましたご指摘やご質問には素早く対応し、お客様の不安や疑問の解消に努め

ております。 
・相続税や事業承継対策も、ご要望に応じて２次相続の検討もさせていただきます。 
・後継者様が経営しやすい環境構築支援（内部統制の構築支援）業務にも従事しており

ます。 
受講した 
研修 

2013/7/13 
2013/9/10 

東京会 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 

協会役員歴 日本公認会計士協会東京会 経営委員会 委員 
日本公認会計士協会千葉県会 福利厚生委員 幹事 

協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
嵜山 保 
種別 公認会計士、税理士 名称 嵜山 保 店舗名 公認会計士嵜山保事務所 
所在地 東京都文京区湯島 3丁目 21番 5号 サンコ

ート湯島 501号 
電話番号 03-3837-8839 

得意業種 製造業 卸売業  
業務歴 提供内容 

 経営改善計画策定 
 財務デューデリジェンス 
 経理部管理 
 過年度修正 
企業数 2社 
企業規模 年商10億円～20億円 

自己 PR  過年度修正を促したり、財務デューデリを行うなどして、貸借対照表をスリム化し、

そのうえで実現可能性のある経営改善計画の策定を支援いたします。貸借対照表を改善

するに当たっては、税務上の問題点に対する対策も検討します。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

学校法人委員会 監査事務所対応専門委員会 専門委員                   

http://sakamori


‐48‐ 

 

 
佐久間 裕幸 
種別 公認会計士 名称 佐久間 裕幸 店舗名 公認会計士税理士佐久間裕幸事務所 
所在地 東京都文京区根津 1丁目 4番 6号 SB

ビル 601 
電 話 番

号 
03-3827-2291 

得意業種 情報サービス業 建設業 食料品製造業 
業務歴 創業支援、事業再生に伴う事業計画作成の支援、原価計算制度の構築支援などを 5 社に

て、実施。また、月次での予算実績管理の指導も実施中。対象企業の売上高は、年商 5
億円から 100億円まで。 

自己 PR 2000年前後のネットベンチャーの支援経験があり、創業から成長期を経て、株式上場や
M&Aによるバイアウトまでを体験している。そのため、事業計画、社内体制の整備（内
部統制制度）、原価計算制度、予算制度などにも経験があり、この知識を生かして、事業

再生なども対応しています。 
受講した研修 2013/09/10 東京会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

ＩＴ委員会 電子化対応専門委員会 専門委員長、 
ＩＴ委員会 監査ＩＴ対応専門委員会 専門委員、 
ＩＴ委員会 ＩＴアシュアランス専門委員会 専門委員  

 
佐々木 直彦 
種別 公認会計士 名称 佐々木 直彦 店舗名 佐々木会計事務所 
所在地 東京都文京区本駒込 1丁目 1番 17号 

キュラーズ本駒込 301 
電話番号 03-3824-8381 

得意業種  
業務歴 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、Ｍ＆Ａ、人事・労務、海外展開、金融・財務 
自己 PR 貴社に最適なオーダーメイドでのサービスが提供可能です。公認会計士業務（会計監査

等）、税理士業務、日本法人の海外進出支援、海外企業の日本進出支援等を行っています。 
受講した 
研修 

2013/08/19 埼玉県会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

継続的専門研修制度推進センター 委員  

 
貞國 鎭 
種別 公認会計士 名称 貞國 鎭 店舗名 公認会計士貞國鎭事務所 
所在地 東京都千代田区四番町 4番地 9  東越伯鷹ビ

ル 3階 
電話番号 03-3265-3611 
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得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/07/23 日本公認会計

士協会東京会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴 東京会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

選挙管理委員会 委員                   

 
佐藤 祐作 
種別 公認会計士 名称 佐藤 祐作 店舗名 佐藤公認会計士事務所 
所在地 東京都港区浜松町 1丁目 20番 5-411号 電話番号 03-3434-3800 
得意業種 サービス業 卸売業 その他の法人 
業務歴 補助金申請資料作成支援、個人事業者１者 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
佐藤 行正 
種別 公認会計士 名称 佐藤 行正 店舗名 公認会計士佐藤行正事務所 
所在地 栃木県宇都宮市下戸祭 1丁目 8番 9号 電話番号 028-621-5361 
得意業種 料理飲食旅館業 建設業 その他の製造業 
業務歴 栃木県における中堅企業再生ファンドと中小企業再生ファンドの投資委員、前記２つの

ファンドの運営会社の社長として約５０社の企業支援を実施した。 
自己 PR 企業再生ファンドの投資委員、ファンドの運営の経験を生かした企業再生を支援するこ

とが可能である。 
受講した 
研修 

2013/03/18 日本公認会計士

協会 
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 

協会役員歴 本部理事、東京会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

中小事務所等施策調査会 副委員長、 
中小事務所等施策調査会 中小事務所経営支援専門部会 専門部会長 
継続的専門研修制度推進センター 委員  
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柴田 亮 
種別 公認会計士 名称 柴田 亮 店舗名 柴田亮公認会計士税理士事務所 
所在地 東京都墨田区東駒形 4丁目 19番 9-202号  

ベレールササキ 
電話番号 03-6796-5079 

得意業種 小売業 製造業 建設業 
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
清水 厚 
種別 公認会計士 名称 清水 厚 店舗名 清水公認会計士事務所 
所在地 東京都中央区新川 1丁目 3番 9号 宮﨑新川

ビル 8階 
電話番号 03-6280-3660 

得意業種 製造業（機械工業） 料理飲食旅館業 サービス業 
業務歴 サービス提供内容；再生計画策定支援、創業支援、海外進出支援 

経験企業数；9社 
企業規模；年間売上高 5百万円～18億円 

自己 PR 東南アジア及び欧米に広く提携先ネットワークを有しており、これら提携先との連携に

より、ワンストップで海外対応が可能なことが強みとなっています。 
企業の成長局面での海外進出・投資、また再生局面での海外事業の見直しなどへの対応

を行うことができます。 
受講した 
研修 

2013/03/14 
 
2013/03/18 
 
 
2013/03/18 
2013/04/10 

日本公認会計

士協会（本部） 
同上 
 
 
同上 
東京会 

企業の海外進出に当たって公認会計士が知っておくべき

知財の知識 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計士の

役割について ～経営革新等支援機関として公認会計士

が行う中小企業支援スキームの具体的内容～ 
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 
中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

国際委員会 委員                   

 
成願 隆史 
種別 公認会計士 名称 成願 隆史 店舗名 成願会計事務所 
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所在地 東京都中央区京橋 2丁目 6番 6号 電話番号 03-5579-9121 
得意業種 不動産業 建設業 製造業 
業務歴 独立後は、民事再生法や会社更生法企業の監督委員や管財人の補助者や私的整理を行う

企業の金融機関向けの事業計画の作成支援を中心に、中小企業の業種・規模については

売上高数億円程度から上場企業の倒産まで幅広く経験。 
毎年コンスタントに、弁護士との連携のもと、法的整理・私的整理案件で数件は関与し

続けており、独立後だけでも 6年間で 10社強に関与。 
自己 PR 監査法人及び事業会社での経験を活かしつつ、独立後は中小企業支援業務を実施してま

いりました。 
会計税務のほか、不動産証券化協会の認定マスターでもあることから不動産・金融分野

にも精通しております。 
株式上場の支援に加えて、弁護士と連携して、民事再生法等の申立て企業の支援を行っ

たり、私的整理を行う企業の金融機関向けの事業計画作成支援なども手掛けております。 
中小企業の業種・規模にかかわらず、売上高数億円程度から上場企業の法的整理まで、

幅広い企業の支援を行うことが可能です。 
独立後だけでも弁護士との連携のもと、法的整理・私的整理案件で毎年コンスタントに

数件は関与し続けております。 
受講した 
研修 

2012/02/08 
2013/06/11 
 
 
2013/05/13 

日本公認会計士協会 
東京会 
 
 
東京税理士会 

事業再生実務と公認会計士の役割 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会－中

小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士

として理解しておくこと－ 
事業再生を巡る税務-中小企業金融円滑化法の出
口戦略と平成 25年度税制改正- 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
白井 俊介 

種別 公認会計士、税理士 名称 白井 俊介 店舗名 白井・柄澤公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区永田町 2-17-17 Aios 永田町

321 
電話番号 03-6257-1750 

得意業種 小売業 運送業 医療法人 
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業務歴 ・ 資本金100億円 売上高1,000億円の東証 1部上場の小売業系会社の子会社の私的
整理に伴うストラクチャーの考案及び財務デューデリジェンス、事業デューデリジェン

スを担当 
・ 企業再生機構関与案件、医療法人の再生を検討するに際して、財務DD及び 10か年
分の 3表の事業計画作成を担当。 
・ 借入金の返済スケジュール変更に際し、会社の5 カ年の事業計画の作成及び実態貸
借対照表の作成と銀行への説明。 

自己 PR 金融円滑化法の終了を受けて、中小企業は円滑化法の対象債権の出口戦略を策定し、経

営改善計画を立てることが必要とされています。 
私は、公認会計士としての実務経験を踏まえ、出口戦略のスキームに基づいた事業計画

の作成支援、承継支援等により、この不安定な時代を顧客とともに乗り越えられるよう

な支援を行いたいと思っています。 
受講した 
研修 

2014/02/08 
2014/02/09 

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：経営改善等計画策定演習 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
千賀 貴生 
種別 公認会計士 名称 千賀 貴生 店舗名 スパイラル共同公認会計士事

務所 
所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-9-4 ODAビルディ

ング 3階 
電話番号 03-3780-7799 

得意業種 サービス業、卸売業、小売業 
業務歴 2005年より渋谷にて会計事務所を開設し、中小企業の会計・税務・財務面での支援を行

ってまいりました。 
創業補助金の支援も 10数件携わっており、創業時からの会計・税務面でのサービス提供
を多く行っております。 
また、中小企業の再生支援でも、年商数億円から数十億円の規模の会社を対象として、

首都圏の再生支援協議会の財務内容調査及び計画策定支援のみならず、協議会以外の再

生支援の案件も多数手掛けております。 
認定支援機関による経営改善計画策定支援業務も複数件行っております。 

自己 PR 2005 年の事務所開設以来、ベンチャー企業の支援、M&A 時の支援及び中小企業の再生
支援を多く手掛けてきました。それらの経験も活かし、依頼主の要望に応じて、スピー

ディーかつ機動的に業務を遂行しております。 
受講した研

修 
2013/6/11 東京会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴 東京会 渋谷会 幹事 



‐53‐ 

 

協会委員歴  
 
曽我 健 

種別 公認会計士 名称 曽我 健 店舗名 曽我公認会計士事務所 
所在地 東京都武蔵野市中町 1丁目 11番 16-502号 電話番号 050-3580-1961 
得意業種 小売業 不動産業 ネットビジネス全般 
業務歴 大手監査法人の株式公開部門に所属し、ＩＰＯを目指すベンチャー企業の支援を多く行

ってきました。年商規模で言うと数億円～50億円程度の企業が主です。 
関与した企業数は 10社程度。内部統制の構築支援、上場申請に必要な書類の作成や資本
調達のアドバイスなどを幅広く手掛けております。 
 
また、独立開業後はベンチャー企業の創業支援、中小企業の再生支援やオーナー企業様

の事業承継、生前対策も含めた相続対策のアドバイスなどを行っております。 
自己 PR クラウド会計ソフト freeeの「認定アドバイザー」として、割安な報酬体系でベンチャー

企業様を支援させていただいております。創業時のお客様の負担を出来る限り少なくす

ることで、まずはお客様に利益が上がる体質を作っていただき、そこから報酬として還

元していただこうという方針です。 
「宅建主任者」として、不動産や相続にも強い事務所です。 
NPO法人相続アドバイザー協議会の会員として、弁護士や司法書士とのネットワークを
構築しています。ワンストップで業務の提供をおこないます。 

受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
髙木 英治 
種別 公認会計士 名称 髙木 英治 店舗名 髙木英治公認会計士事務所 
所在地 東京都杉並区和田 1丁目 46番 10-206号 ル

ーブル東高円寺 
電話番号 03-3380-2609 

得意業種 製造業 小売業 宿泊業 
業務歴 中小企業事業者が財務的窮境状況に陥った場合に、財務デューデリジェンスの実施、再

生計画案の策定支援、再生計画のモニタリング、経営管理面の改善指導などの観点から、

その再生支援を数多く取り扱ってまいりました。また、事業性がないと判断された場合

の廃業支援についても取り扱ってまいりました。業種としては、製造業、小売業、卸売

業、宿泊業、建設業、サービス業など、主要な業態のすべてを取り扱ってまいりました。 
自己 PR 中小企業の再生案件にはこれまで数多く従事しており、また監査法人在籍時には信用金

庫・信用組合の監査にも従事してまいりましたので、中小企業事業者目線、金融機関目

線の双方を踏まえた対応ができるものと考えております。お気軽にご相談いただけまし

たら幸いです。 
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受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/05/16 
 
 
2014/02/24 

東京会 
日本公認会計

士協会 
 
中小機構 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士と

して理解しておくこと 
米中の倒産法と事業再生事例研究 
中小企業再生支援セミナー 金融円滑化法終了後の中小

企業再生の進むべき方向とは 
協会役員歴  
協会委員歴  
 
高崎 恵一 
種別 公認会計士、税理士 名称 高崎 恵一 店舗名 高崎・原税務会計事務所 
所在地 東京都日野市多摩平 5丁目 21番 5号 電話番号 042-581-2380 
得意業種 小売業 機械工業 サービス業 
業務歴 監査法人、コンサルティング会社勤務時に企業再編、事業再生業務を経験し、独立後は売

上高 1～20億円程度の中小企業 30社程度に会計税務コンサルティングを提供。 
自己 PR 監査法人、コンサルティング会社勤務時に企業再編、事業再生業務を経験しています。独

立開業後は、30 社程度の中小企業に会計及び税務コンサルティングを提供し、信頼を得
ております。 

受講した 
研修 

2013/5/28-29 
2013/03/18 
 
 
2013/03/18 

中小機構 
日本公認会計

士協会 
 
同上 

基礎編 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計士の

役割について ～経営革新等支援機関として公認会計士

が行う中小企業支援スキームの具体的内容～ 
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
髙土 哲夫 
種別 公認会計士 名称 髙土 哲夫 店舗名 髙土公認会計士事務所 

所在地 東京都新宿区西新宿 8-14-17アルテール新宿 403 電話番号 03-3365-1858 

得意業種 小売業、医療法人、サービス業、製造業、料理飲食業 

業務歴 税務（法人税、所得税、相続税等）、監査、経営コンサルティング 

自己 PR 倒産会社の依頼により再建計画を作成し再建させた事例あり。 

受講した 
研修 

Ｈ.25.11.13 
Ｈ.26.1.8 
Ｈ.26.5.21 

東京会 
日本公認会計士協会 
東京会 
 

経営改善計画策定支援事業に関する研修 
経営改善計画策定支援業務の基礎と記載例 
公認会計士による中小企業の経営支援への関わり

方 
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協会役員歴  

協会委員歴 
（本部のみ） 

税制委員会 委員 
実務補習委員会 委員 

 
高橋 孝祐 

種別 公認会計士、税理士 名称 高橋 孝祐 店舗名 高橋孝祐公認会計士・税理士

事務所 
所在地 東京都北区王子本町 2丁目 4番 9号 電話番号 03-3906-6298 
得意業種 酒類製造業 不動産賃貸業 社会福祉事業 
業務歴 事業再生支援業務、1件、売上高 1億円以内 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

非営利法人委員会 社会福祉法人専門部会 専門委員                   

 
髙  秀和 
種別 公認会計士 名称 髙  秀和 店舗名 髙 公認会計士・税理士事務所 
所在地 千葉県柏市西原１－３１－２ 電話番号 04－7157－1168 
得意業種 建設業 運送業 製造業 
業務歴  外資系中堅メーカーの経営企画部に勤務時、予算策定と実績管理、本国へのレポー

ティング、資金繰り管理などの業務に従事。 
 コンサルティング会社に勤務時、MBOに係る FA業務のチームにおいて、金融機関
との借入交渉に参加し、主に事業計画策定や資金繰り計画策定などの支援に従事。 

 独立後は、顧問業務として中小企業の会計・税務に関する支援業務に従事の他、製

造業に対する在庫管理業務のコンサルティング、中小企業診断士とのタイアップに

よる財務デューデリジェンスを実施（1社）。 
自己 PR 私の独立開業の動機は、監査法人やコンサルティング会社などに支援を依頼することが

出来ないような中小企業に対して、問題解決の支援を行いたいというものでした。 
私は認定支援機関として、中小企業の経営者と二人三脚で抱えている問題を乗り越えて、

その企業が次のステップに踏み出すことが出来る様にサポートしたいと考えています。 
受講した 
研修 

2013/6/17-18 
2013/8/8～9 

中小機構 
中小機構 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【実践力向上編】 

協会役員歴 千葉県会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 
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高橋 聡 
種別 公認会計士 名称 高橋 聡 店舗名 高橋聡公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区麹町 3丁目 3番地 8 丸増麹

町ビル 3階 
電話番号 03-3288-9292 

得意業種 サービス業 製造業 不動産業 
業務歴 １．上場支援業務（資本政策の立案、事業計画の作成支援、各種規程作成、審査対応、

監査法人対応等） 
２．創業支援業務（電子定款の設計・認証代行、登記必要書類の作成、創業融資支援等） 
３．事業承継支援業務（相続税シミュレーションの実施、株価算定、事業承継計画の作

成支援、株式分散化防止策の検討等） 
４．合同労組対策業務（団体交渉立会い、回答書作成支援等） 
５．各種労働紛争解決支援業務 
その他、税務顧問業務及び労務顧問業務多数 

自己 PR 開業以来１０年以上に渡り、中小企業の様々な問題解決に携わってまいりました。そこ

で培ったノウハウ、経験を生かした各種問題解決能力については、大いに自信を持って

おります。複雑化する企業環境の中では、中小企業が抱える経営課題も複雑化していま

す。こうした環境下において、専門家に求められる能力は、各専門分野のスペシャリス

トとしての能力はもちろんのこと、その周辺分野にも総合的に対応できるオールラウン

ダーとしての能力であると思います。私自身が、４つの国家資格を持つことから、お客

様に対しては、開業以来、大局的視点に立ち、税務会計に限らないバランスの取れたア

ドバイスを常に心掛けております。 
受講した 
研修 

2013/06/24 
2013/07/20 
2014/02/27 
2013/10/04 

中小企業診断協会 
中小企業診断協会 
全国社会保険労務士会連合会 
東京税理士会麹町支部 

理論政策更新研修 
理論政策更新研修 
社会保険労務士倫理研修 
認定支援機関が活用できる中小企業支

援施策について 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
高峰 正雄 
種別 公認会計士 名称 高峰 正雄 店舗名 公認会計士・税理士  

高峰 正雄事務所 
所在地 東京都港区六本木三丁目６－９ K2ビル 電話番号 090-1252-0040 
得意業種 卸売業・小売業・サービス業 
業務歴 さまざまな業種の海外販売子会社・サービス子会社の業務立ち上げの支援、税務相談に

携わった経験があります。  
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自己 PR マネージャー育成や業務プロセスの改善、人材採用活動と経営戦略の調整など中小企業

の事業活動全般に渡り、経営を改善するに当たって企業経営者の課題解決のための実践

的な支援を行えます。 数年に渡る海外駐在の経験と帰国後の多数の外資系企業向けの

専門家サービスを通じ、国際取引に不安を感じる企業経営者の良き相談相手にもなれる

と考えます。 
受講した 
研修 

2014/3/25 
2014/5/21 
 
2014/9/19 

東京会 
東京会 
 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会（実務編） 
公認会計士による中小企業の経営支援への関わり方（創

業支援および経営者保証ガイドライン） 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会（事例による

経営計画策定のポイント） 
 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

租税調査会 委員 
学術賞審査委員会 委員 
公認会計士制度 50周年事業組織委員会 公認会計士制度50周年記念論文審査委員会 委員 
租税調査会 法人課税専門部会 専門委員 

 
滝坂 信吾 
種別 公認会計士 名称 滝坂 信吾 店舗名 滝坂公認会計士事務所 
所在地 東京都三鷹市下連雀 3-12-5-206 電話番号 0422-24-6459 
得意業種 事業承継、事業再生、M&A 
業務歴 事業承継・相続の相談・助言・支援：300社（人）以上 

財務デュー・ディリジェンス（事業再生・M&A目的）：10社以上 
経営計画策定支援業務（直近 3年内）：10社 

自己 PR 大手金融機関のコンサルティング部門、都内会計事務所を経て、事業承継・相続・事業

再生をテーマとして今日に至るまで約 9 年間にわたりお客様と共に難題解決に取り組ん
できました。 
事業承継・相続・事業再生、これらの難題における失敗事例の多くは 
  ほうっておくと大変だ 
  →でもわからないことが多すぎて不安 
   →いまは仕事が忙しいし緊急性も低いので後回し 
  →気がついた時には手遅れ 
 の過程をたどっています。 
 当事務所は、これら「緊急性は低いが重要性は高い」難題の現状と対応策を見える化し、
共に悩みを共有・解決し、お客様が本業により一層集中できる環境づくりに貢献するこ

とを通じて、中小企業の存続と発展に寄与していきます。 
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受講した 
研修 

2013/08/09 
2013/08/25 

中小機構 
中小機構 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【実践力向上編】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【個別分野コース・経営

改善等計画策定演習】 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
武田 幸三 
種別 公認会計士 名称 武田 幸三 店舗名 日本橋公認会計士・税理士事

務所 
所在地 東京都中央区日本橋大伝馬町 13-7 日本橋大

富ビル 2階 
電話番号 03-6869-6748 

得意業種 ① 鉄鋼金属工業②アミューズメント業③食品卸売業 
業務歴 H17年：ダイエーやカネボウ等の再生を手がけた㈱産業再生機構へ出向 

書籍：再建型私的整理の実務（共著）中央経済社 
＜事業再生関与件数＞ 
① 中小企業再生支援協議会案件：31件②地域経済活性化機構案件：11件③東日本大震
災事業者再生支援機構案件：10件④認定支援機関案件：4件⑤民事再生法案件：5件
⑥産業再生機構案件：2件⑦その他私的整理案件：25件 

＜金融支援別関与件数＞ 
① 債権放棄（自力再生）：14件②債権放棄(スポンサー型)：20件③DDS：9件④リスケ
ジュール：45件 

自己 PR 過去 90件弱の事業再生に携わった経験・ノウハウを用いて、過大債務に悩んでいる会社
の資金繰り改善・事業再生のサポートを行っており、金融機関にご納得いただき、引き

続きご支援いただける形での返済条件等の変更を実現させております。お手伝いさせて

いただいた会社様からは、『今まで資金に関する悩みから、本業に集中することができな

かったが、資金繰りの悩みから解放されたことによって、事業を前向きに取り組むこと

ができるようになった』との声も多く、資金繰り改善後も顧問税理士として、日々の問

題解決や事業改善に取り組み、一生付き合っていく姿勢が評判。『お客様との共歓共苦』

を信念に、苦しい時こそ力を合わせて困難を乗り越え、共に歓びを分かち合えるよう、

日々奔走しております。 
受講した 
研修 

該当なし 該当なし 該当なし 

協会役員歴 該当なし 
協会委員歴 
（本部のみ） 

該当なし 
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竹田 全治 
種別 公認会計士、税理士 名称 竹田 全治 店舗名 公認会計士 竹田全治事務所 
所在地 東京都千代田区霞が関 3丁目 7番 4号  明産

富士ビル 2階 36 
電話番号 03-6268-8137 

得意業種 各種商品卸売業 道路旅客運送業 電気機械器具製造業 
業務歴 中小企業の創業支援業務及び設立間もない企業の資金調達支援をはじめ、事業計画・資

金計画等の中小企業向けの業務提供を行なっています。 
大手監査法人が取り扱う規模の企業から、オーナー系の未公開企業に至るまで、企業規

模に応じたサービスをオーダーメイドで対応します。 
また、財務改善計画の作成及び金融機関からの借入金返済スケジュールの作成も手がけ

ています。 
経営革新等支援機関の業務として、小規模事業者活性化補助金、地域需要創造型補助金

申請に関与し、申請者の事業計画作成及び資金計画作成をサポートしています。 
自己 PR 事業再生計画策定支援から民事再生法等の再生計画策定支援等、事業再生に係わる業務

に関与してきました。事業の毀損を防ぐ上で、柔軟かつ迅速な対応が求められる事業再

生業務において、依頼者の要望に応えるよう対応しています。 
事業再生計画策定に当たっては、経営分析に基づく事業再生計画の確認、事業再生計画

に基づく資金計画、事業再生計画実行に伴い生じてくる税務上の課題に対する対応が求

められます。会計・税務に関する分野は、原則ワンストップで対応いたします。 
法律等の他の専門家の支援が必要な部分については、提携する専門家と連携し対応いた

します。 
受講した 
研修 

2013/01/30 
2013/05/28 
2013/07/04 
 
2013/07/05 
 
2013/07/18 
 
2013/04/10 
2014/01/08 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
 
中小機構 
 
東京会 
 
日本公認会計士協会 

認定支援機関向け研修 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 基礎編 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 経営改

善等計画策定演習 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 フォロ

ーアップ等 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 実践力

向上編 
中小企業金融円滑化法出口に関する研修会 
経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
武田 勇蔵 
種別 公認会計士、税理士 名称 武田 勇蔵 店舗名 武田公認会計士事務所 
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所在地 東京都中央区八重洲 1丁目 5番 17号 八重洲香
川ビルディング 

電話番号 03-5819-8361 

得意業種 小売業 その他の製造業 サービス業 
業務歴 地方都市における小売業で民事再生を検討中の会社の 2次対応の総合的なコンサルティン

グを実施中。売上高 10億円ほど。 
自己 PR 監査法人における会計監査、特に任意監査を中心に実施した経験を活かし、中小企業の事

業再生に携われればと考えております。再生には法人税法の知識も必要ですが、長い経験

を生かして対応したいと思っております。 
小売業、サービス業、その他製造業の再生事業に携われればと思っております。 

受講した 
研修 

2013/09/09 
2013/09/10 

東京税理士会 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画支援事業に関する研修会（実務編）－再

生計画または経営改善計画とは？ その策定方法等－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（ 本 部 の

み） 

非営利法人委員会 消費生活協同組合専門部会 専門部会長 
非営利法人委員会 消費生活協同組合専門部会 専門委員、 
非営利法人委員会 中間法人専門部会 専門委員、 
非営利法人委員会 非営利会計原則専門部会 専門委員 

 
多田 昌弘 

種別 公 認 会 計

士、税理士 
名称 多田 昌弘 店舗名 公認会計士・税理士 多田総合

会計事務所 
所在地 東京都港区六本木 6丁目 8番 10号 STEP六

本木ビルWEST1階 
電話番号 03-5411-7764 

得意業種 情報サービス業 インターネット付随サービス業 映像･音声･文字情報制作業 
業務歴 主に下記のようなサービスを提供した経験があり、経験企業数は 100 社以上、クライア

ントの企業規模は創業間もない零細企業から売上高 6 兆円の日本一のマンモス企業まで
多岐に渡ります。 
・創業支援 
・事業計画作成支援 
・IPO支援 
・企業価値評価 
・M&A支援 
・企業再生支援 
・事業承継 
・業務改善 
・情報化戦略 
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自己 PR 会計・税務に関わる業務はすべて東京都港区六本木の公認会計士・税理士 多田総合会計
事務所にお任せ下さい。また、株式上場（IPO）支援（決算、J-SOX等）、M&A支援（DD、
バリュエーション等）、企業再生（財産評定等）、上場企業支援（IFRS対応等）等の経営
コンサルティングサービスも提供しております。大手経営コンサルティング会社、大手

監査法人での経験豊富なスタッフが、お客様のニーズに必ずお応えいたします。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
谷口 昌己 
種別 公認会計士、税理士 名称 谷口 昌己 店舗名 谷口昌己会計事務所 
所在地 東京都港区港南 2丁目 11番 18-908号 電話番号 03-5461-4422 
得意業種 建設業（職別工事業） 製造業（機械工業・・・電気機械器具製造業）  
業務歴 財務書類の作成 

 決算財務諸表の作成、税務申告書類の作成・・経験企業数150社、年商 5000万円から 
  年商10億円が中心 
 
経営計画策定支援 
 年商１億円から３億円中心で約20社 

自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
田之倉 敦司 

種別 公認会計士 名称 田之倉 敦司 店舗名 田之倉公認会計士事務所 
所在地 東京都八王子市高尾町 1585 番地 高模ビル

3階 
電話番号 0426-68-0663 

得意業種 製造業 料理飲食旅館業 サービス業 
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業務歴 創業計画の策定支援（創業補助金（支援機関として）の申請支援 2社を含む）20社程度
（売上高 10百万円未満～5億円未満） 
経営革新計画の策定支援（経営革新補助金の申請支援を含む。）1社（売上高 121百万円） 
経営改善計画の策定支援(認定支援機関として）１社（売上高 63 百万円他に関連会社 2
社） 
ものづくり補助金申請支援(認定支援機関として）１社（売上高 51百万円） 
事業承継支援（従業員への承継）1社（売上高 40百万円） 
東京都中小企業振興公社専門相談員として窓口・電話相談対応多数 
東京都中小企業振興公社専門家派遣 10社 

自己 PR 私は東京都中小企業振興公社の専門相談員や専門家派遣事業等に関与してきました。こ

こでの経験から中小企業の創業から事業拡大・経営改善・廃業までの課題に対応してき

ました。 
認定支援機関としても地域金融機関と連携し創業計画や経営改善計画の策定支援を行っ

ています。また、創業補助金やものづくり補助金の申請支援の実績もあります。 
受講した 
研修 

2014/01/08 
 
2013/04/10 
2013/06/11 
 
 
2013/07/23 
 
 
2013/09/10 

日本公認会計士

協会 
東京会 
東京会 
 
 
東京会 
 
 
東京会 

経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 
 
中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士

として理解しておくこと－ 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士

として理解しておくこと－ 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
－再生計画または経営改善計画とは？ その策定方

法等－ 
協会役員歴 日本公認会計士協会 東京会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 副分会長                   

 
筑間 浩 
種別 公認会計士 名称 筑間 浩 店舗名 筑間浩公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区二番町 1 番地 2 番町ハイム

903 
電話番号 03-6261-1297 

得意業種 製造業 卸売業 料理飲食旅館業 
業務歴 該当なし 
自己 PR 誠実かつスピーディーに対応します。 
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受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
 
土田 惠一 
種別 公認会計士 名称 土田 惠一 店舗名 土田公認会計士事務所 
所在地 中央区日本橋堀留町 1-6-13昭和ﾋﾞﾙ 5F 電話番号 03-3663-7901 
得意業種 建設業 製造業 飲食業 
業務歴 ◇民事再生法適用案件の再生計画策定支援 

◇中小企業再生支援協議会での再生案件での計画策定支援 
◇その他日常の税務業務において経営計画策定、資金繰り改善支援、金融機関折衝支援

を行っております。 
自己 PR 経営計画のツボは実現可能である計画かどうか、ということにあります。 

増収○○％、経費削減○○％といった数字は実現可能な個別の計画に裏打ちされていな

ければ何の意味もなく、必要な金融機関の理解と支援も得られません。 
これまでの経験から金融機関の理解を得られる計画を作ることには長けているつもりで

す。 
お気軽にご相談ください。 

受講した研修 2013/9/10 
 
2014/6/11 

日本公認会計士協

会東京会 
日本公認会計士協

会東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
辻村 茂樹 
種別 公認会計士 名称 辻村 茂樹 店舗名 辻村茂樹公認会計士事務所 
所在地 千葉県佐倉市上座４００番地５４ 電話番号 043-375-6689 
得意業種 不動産業、ソフトウエア開発、介護福祉 
業務歴 中小企業の創業時や新事業の立上げ時における事業計画書の作成サポート 

会社をとりまく環境市場を分析した上で事業戦略策定の相談業務を行いました。 
自己 PR 既存の枠組みに捉われず、自由な発想を大事にいたします。単なる助言で終始せず、 

パートナーとして課題を共有してまいります。 
受講した 
研修 

2013/07/23 日本公認会計士協会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
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協会役員歴 東京会調査研究部常任幹事、千代田会副会長 
協会委員歴 
（本部のみ） 

公認会計士制度委員会 委員 

 
角田 朋子 
種別 公認会計士 名称 角田 朋子 店舗名 角田朋子公認会計士事務所 
所在地 東京都渋谷区鶯谷町 14番 電話番号 090-9620－5612 
得意業種 製造業 不動産業 サービス業 
業務歴 過去の主な支援内容は下記です。 

・経営状況の分析（過去の財務状況の分析、事業の状況の分析）50社以上 

・事業計画の策定支援 20件以上 

・事業計画の実行支援 20件以上 

・事業承継 20件以上 

・M&A 10件以上 

主な業種は、製造業、不動産業、サービス業です。 
売上規模は数億円～100億円程度の企業です。 

自己 PR 専門分野は中小企業のM&A及び事業再生です。 
親族に中小企業の経営者が多いため、公認会計士になる前から中小企業の現状を肌で感じて

育ちましたので経営者のサポートをしたい気持ちが強いです。 
主な支援内容は下記です。 
・経営状況の分析（過去の財務状況の分析、事業の状況の分析） 

・事業計画の策定支援 

・事業計画の実行支援 

・事業承継 

・M&A 

経営革新等支援業務を実施し事業計画の作成支援を実施した後は、事業計画の進捗状況の把

握に努めるとともに、必要に応じて計画の修正に関する支援や対応策に関するアドバイスも

いたします。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
 
椿 祐輔 
種別 公認会計士 名称 椿 祐輔 店舗名 椿公認会計士事務所 
所在地 東京都渋谷区代々木 2丁目 27番 16号 ハイ

シティ代々木 205 
電話番号 03-6326-7550 

得意業種 繊維業 小売業 サービス業 
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業務歴  創業補助金のための事業計画作成支援、日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金

のための資金調達支援など積極的に創業支援を行っています。 
 支援した企業の数は25社を超えております。 
 
 その他にも中小企業の再生のための再生計画作成なども手掛けており、これまで5 社
の企業再生支援を行っております。これらの企業規模は売上 3 億円前後の中小企業とな
っています。 

自己 PR  創業補助金のための事業計画作成支援など積極的に創業支援を行っており、支援した

企業の数は 25社を超えています。 
 これらの弊所の取り組みが評価され、中小企業基盤整備機構が運営するJ-Net21 でも
取り上げられています。 
 また、中小企業の再生のための再生計画作成なども手掛けており、これまで5 社の企
業再生支援を行っています。 
 このように、中小企業に対し積極的かつ弾力的な支援を行っており、中小企業の成長

のために尽力を尽くしています。 
 

受講した 
研修 

2013/04/11 
2014/01/08 
2013/11/13 

日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会

東京会 

企業再生の税務 
経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解してお

くべき事業の知見－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
鄭 龍権 
種別 公認会計士 名称 鄭 龍権 店舗名 公認会計士鄭 龍権事務所 
所在地 東京都港区港南 3丁目 7番 3-306号 電話番号 03-6362-2642 
得意業種 卸売業 小売業 電子回路製造業 
業務歴 事業再生支援 

計画策定支援、金融機関調整 
自己 PR これまで東京都中小企業再生支援協議会で再生支援業務を携わっております。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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都甲 和幸 
種別 公認会計士 名称 都甲 和幸 店舗名 都甲公認会計士事務所 
所在地 東京都八王子市大塚 202番地 12 電話番号 042-670-5550 
得意業種 卸売業 製造業 建設業 
業務歴 監査法人で株式公開業務に 18年ほど携わってきて、数十社の中小企業・中堅企業とお付

き合いをさせてい頂きました。中には大願成就させ、株式公開まで進んだ会社が、6社ほ
どあります。ご案内の通り、株式公開業務では、会計処理等の会計の分野だけに止まら

ず、管理部門全般、営業関係に至るまでカバーすることを求められます。クライアント

の TOPだけでなく、第一線の担当者との打合せ・実行が求められます。これらの経験を
踏まえ、監査法人を離れた現在でも、中堅中小企業へのコンサルティング業務や税務コ

ンサルティング業務等を行っております。 
自己 PR 我々認定支援機関はあくまでもアドバイザーであるべきであり、我々のサポートを必要

とする利用者の皆様が、主役を演じなければなりません。よって、利用者の皆様の中で、

自主的に困難を打開したいと願っている方を支援したいと考えております。我々ができ

ることは限られており、利用者の皆様が日常業務において気づかない長所・強点を認識

させ、更に強化し、逆に短所・弱点をなるべく小さくしていく作業を行います。各企業

の自主独立した成長の伴走者として一緒に走って行くことを望んでいます。 
受講した 
研修 

2013/06/11 
2013/08/07 
2013/08/23 
2013/09/10 
2013/12/24 

東京会 
東京会 
日本公認会計士協会 
東京会 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
「ここが変わった、新事業承継税制！！」研修会 
企業価値評価ガイドライン－改正の経緯と概要 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
相続実務研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

品質管理委員会 委員                   

 
富岡 清嗣 
種別 公認会計士、税理士 名称 富岡 清嗣 店舗名 公認会計士富岡清嗣事務所 
所在地 新潟県新潟市中央区礎町通上一ノ町1922番地 電話番号 025-223-5006 
得意業種 建設業 製造業 サービス業 
業務歴 ものづくり補助金 ２企業 
自己 PR 創業支援業務、事業計画作成支援業務、事業承継支援業務、Ｍ＆Ａ、海外展開支援業務、

金融・財務支援業務を 2名の経験豊富な公認会計士が行います。 
受講した 
研修 

2013/06/04 
 
2014/02/14 

新潟中小企業支援ネ

ットワーク 
関東経済産業局中小

企業課 

平成 25年度第 1回支援ネットワーク会議 
 
経営革新支援機関向け「中小企業・小規模事業者支

援策説明会」 
協会役員歴 東京会幹事       
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協会委員歴 
（本部のみ） 

品質管理委員会 委員、独立性検討特別委員会 委員                 

 
豊田 史朗 

種別 公認会計士、税理士 名称 豊田 史朗 店舗名 豊田史朗公認会計士事務所 
所在地 東京都葛飾区東金町 1 丁目 3 番 1-1104 号 

プラウドシティ金町ガーデン 
電話番号 090-1006-0835 

得意業種 事業再生 創業支援  
業務歴 創業補助金および小規模事業者活性化補助金を約 10社ほど提出。 

主な業種は情報サービス業、デザイン施工業 
自己 PR 弊事務所は 2つの柱で企業様の支えとなることを誓います。 

1 つは「事業再生コンサルティング」。もう１つは「成長支援コンサルティング（マーケ
ティングコンサルティング）」です。この 2つのコンサルティングで経営者の皆様をサポ
ート致します。 
昨今、ビジネスにおける世界では、苦境に立たされている企業様が後を尽きない。  
経営者の皆さまは様々な環境下の元、日々闘われているかと思います。  
そんな経営者の方のお力添えになり、努力が結果として実を結ぶよう当社は御社と共に

闘います。 
受講した 
研修 

2013/04/11 
2013/06/11 

日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 

企業再生の税務 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
内藤 泰一 
種別 公認会計士、税理士 名称 内藤 泰一 店舗名 内藤泰一公認会計士事務所 
所在地 東京都江戸川区西葛西 3丁目 14 番 15-1001

号 ライオンズステーションプラザ 
電話番号 03-6240-5204 

得意業種 製造業 小売業 サービス業 
業務歴 「中小企業の会計に関する指針」等に準拠した決算書の作成を通じた会社実態の把握の

支援 
会社実態の把握に基づく経営改善計画、資金繰り計画の策定支援 
経営改善計画の実行における計画進捗状況の管理 
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自己 PR 当事務所では、次のようなサービスを提供しています。 
「中小企業の会計に関する指針」等に準拠した決算書の作成を通じた 
会社実態の把握の支援 
会社実態の把握に基づく経営改善計画、資金繰り計画の策定支援 
経営改善計画の実行における計画進捗状況の管理 

受講した 
研修 

2013/03/18 
 
 
 
2013/03/18 

日本公認会計士協会 
 
 
 
日本公認会計士協会 

中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計

士の役割について ～経営革新等支援機関として公

認会計士が行う中小企業支援スキームの具体的内容

～ 
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 

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 委員                   

 
奥野 恒夫 
種別 公認会計士、税理士 名称 奥野 恒夫 店舗名 奥野公認会計士事務所 
所在地 東京都新宿区中落合 2丁目 12番 22号 電話番号 03-3951-0007 
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 
（本部のみ） 
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中島 茂男 

 
永末 真也 
種別 公認会計士 名称 永末 真也 店舗名 永末公認会計士事務所 
所在地 東京都世田谷区上北沢 3-18-7 幸作ﾋﾞﾙ 50C 電話番号 03-3306-4810 
得意業種 卸売業、小売業、サービス業 
業務歴 創業支援、事業計画書作成支援、資金調達支援など約 20社 

種別 or 公認会計士 名称 中島 茂男 店舗名 中島茂男 公認会計士事務所 
所在地 東京都港区虎ノ門５－１１－２ 

オランダヒルズ森タワー１６階 
(㈱ｽﾋﾟｱﾍｯﾄﾞ･ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰｽﾞ内) 

電話番号 ０３－６４３２－０５７１ 

得意業種 製造業、卸売業小売業、サービス業 
業務歴 【支援内容】 

 財務DD ・事業DD、事業再生計画作成支援、モニタリング支援など 
【過去実績】 
 産業再生機構での勤務時代に、金融機関の利害調整業務や支援先企業に対する再生

支援などを多数実施。 
 ㈱スピアヘッド・アドバイザーズでは、全国の中小企業再生支援協議会、地域経済

活性化支援機構、東日本大震災事業者再生支援機構などの案件を多数実施。 
自己 PR  私は、事業再生及びM&Aに関して数多くの実務を経験。 

 事業再生に関しては、産業再生機構での勤務時代における事業再生関連全般の実務

経験、その後は全国各地の中小企業再生支援協議会の専門家アドバイザーとして財

務調査や事業再生計画の作成支援、実行支援などの業務を多数実施。 
 M&Aに関しては、事業会社や再生ファンドなどより、財務調査、企業価値評価、企
業再編のアドバイス業務など多数実施。 

 ㈱スピアヘッド・アドバイザーズ 代表取締役 公認会計士・税理士 
 事業再生実務家協会正会員 

受講した 
研修 

2013/1/28 
2013/4/10 
2013/5/20～21 
2013/6/10 
 
2014/2/24 

中小機構 
東京会 
中小機構 
事業再生 

実務家協会 

中小機構 

事業再生計画策定セミナー 

中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】 

世界諸国のワークアウトの現状と世界的私的整理ガイドライン 

 

金融円滑化法終了後の中小企業再生の進むべき方向とは 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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自己 PR 公認会計士及び税理士としての豊富な経験に基づき、創業支援、事業計画書作成支援、

資金調達支援、経営改善計画書作成支援、株式上場支援、予算管理、経営管理体制の整

備・構築など幅広いサービスを提供しております。 
受講した 
研修 

（日時） 
2013/9/10 
 
2013/10/24 

（主催者） 
日本公認会計士

協会(東京会) 
日本公認会計士

協会 

（内容） 
経営改善計画書策定支援事業に関する研修会【実務編】 
 
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） 

 

 
中野 智美 
種別 公認会計士 名称 中野 智美 店舗名 中野智美公認会計士・税理士

事務所 
所在地 東京都品川区東大井 5-17-6-302 電話番号 03-6712-9994 
得意業種 サービス業、製造業、金融業 
業務歴 14 年間の監査法人勤務後、個人で 2013 年に独立後、中小法人の会計、税務、資金繰り

を含めた会計顧問を数件実施しています。 
自己 PR 金融機関での資産査定の監査の経験があり、金融機関の目線を踏まえた支援業務を実施

します。 
受講した 
研修 

2013/11/13 
2014/2/8,9 
2014/9/19 
2014/11/20 

CPA東京会 
中小企業大学校 
CPA東京会 
中小機構 

経営改善計画策定支援業務に関する研修会 
中小企業経営改善計画策定支援研修 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
事業承継セミナー 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
中原 國尋 

種別 公認会計士 名称 中原 國尋 店舗名 中原公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区神田神保町 3 丁目 7 番 1 号  

ニュー九段ビル 
電話番号 03-6272-6550 

得意業種 サービス業 製造業 卸売業 
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業務歴 経営管理体制の構築や組織改善、システム導入、管理会計情報の作成支援など、業種を

問わず幅広く中小企業に対して経営支援を行っています。企業再編（M&A）の支援や、
事業承継に関連した支援についても、ご支援するケースが多くあります。 
サービス提供企業数は、30 社以上、企業規模は数千万規模から数百億規模まで幅広く経
験しています。 

自己 PR 課題が抽象的で明確になっていない場合でも、課題の明確化、切り分けから支援します

ので、安心してご連絡ください。 
特に情報システムに関する経験・知識も豊富にありますので、会計システムの導入から、

統合業務システム（ERP）の導入まで、広く経営に役立つ情報システムに関するサポー
トを実施することも可能です。 
ご依頼いただいた際には、誠心誠意対応させていただきます。 

受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

ＩＴ委員会 ＩＴ教育専門委員会 専門委員、 
ＩＴ委員会 監査ＩＴ対応専門委員会 専門委員                 

 
中村 徹 
種別 or 公 認 会 計

士、税理士 
名称 中村 徹 店舗名 中村公認会計士事務所 

所在地 東京都立川市柴崎町 2-9-25  
柴崎ドラゴン１号ビル 4F 

電話番号 042-512-5425 

得意業種 製造業、不動産業、小売業 
業務歴 民事再生法事件の申立側代理人補助 

私的整理における財務デュー・ディリジェンス業務、事業計画作成支援業務 

第二会社方式における譲渡事業の価値算定業務 
自己 PR 多数の私的整理案件に関与してきており、財務デュー・ディリジェンス業務及び事業計

画作成支援について比較的豊富な経験があります。 
受講した 
研修 

2014/9/19 日本公認会計士

協会東京会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
中村 元彦 
種別 公認会計士 名称 中村 元彦 店舗名 中村公認会計士事務所 
所在地 東京都港区南青山 2丁目 2番 15号 ウイン

青山 1025号室 
電話番号 03-3746-1750 
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得意業種 製造業 不動産業 サービス業 
業務歴 １．RCC からの依頼による財務デューデリジェンスの実施を行うとともに、経営計画の

策定等の指導や助言を実施（コンクリート製造・販売会社、売上約 30億円） 
２．第二地方銀行からの依頼により、財務及び事業デューデリジェンスの実施を行うと

ともに、企業価値の向上のため、会計面及び企業経営面での経営指導（ホテル業、売上

約 5億） 
３．企業からの依頼により、資金繰りに対するアドバイス、海外展開に関する資源配分、

内部統制の構築などの指導・助言（運送会社(海外輸送)、売上約 25億円） 等 
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/02/18 
2013/02/19 
2013/02/20 

中小機構 
中小機構 
中小機構 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（講師として参加） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（講師として参加） 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（講師として参加） 

協会役員歴 本部常務理事、本部理事、東京会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

中小企業支援対応プロジェクトチーム 構成員、継続的専門研修制度協議会 委員、 
中小事務所等施策調査会 中小事務所ＩＴ対応支援専門部会 専門部会長、 
IT委員会 監査 IT対応専門委員会 専門委員長、ITアシュアランス専門委員会 専門委員、 

監査 IT実務指針検討専門委員会 専門委員、電子化対応専門委員会 専門委員、 
非営利法人委員会 特定非営利活動法人専門部会 専門部会長、 

非営利業務支援専門部会 専門委員、公益法人専門部会 専門委員、 
会員情報の取扱いに関する検討プロジェクトチーム 構成員 

 
野口 五丈 
種別 公認会計士

税理士 
名称 野口 五丈 店舗名 野口五丈公認会計士事務所 

所在地 東京都渋谷区道玄坂 1-12-1 渋谷マークシ

ティーW 22階 
電話番号 03-5941-7924 

得意業種 情報サービス業、建設業、小売業 
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業務歴 ＜認定支援機関としての業務歴＞ 
●経営改善計画策定支援：2件 
財政状態に問題のある建築業の会社（売上数億円）及び不動産業の会社（売上数億円）

について、経営改善計画を策定し関係金融機関と協議して、借入金のリスケジュールを

支援しました。 
●創業補助金：7件 
  IT、小売卸、食品、サービス等のスタートアップ・ベンチャー企業に対して、事業計
画の策定等の起業支援を行いました。 
●ものづくり補助金：1件 
 IT企業（売上数億円）に対して、事業計画の策定等の支援を行いました。 
＜経歴＞ 
2005年  有限責任監査法人トーマツ 入所  
2011年  公認会計士立石善一事務所 入所  
2012年 野口五丈公認会計士事務所 設立 

自己 PR 「分かりやすい会計税務」をモットーに、都内中心にフットワークよく活動しています。 
 会計は、一見分かりにくいですが、いくつかのポイントを押さえれば、誰でも簡単に理
解することができます。よく会計は羅針盤に例えられます。会計を理解することで、会

社の過去と現在を知ることができ、その軌跡から会社の未来を予測することが出来るか

らです。 
 決算数字を読み上げ、会計基準や税法を語ることは、会計士本来の仕事ではありません。 
 会計を通じて、顧客と一緒に会社の未来について語り合うこと、問題点から対応策を考
え提案し、顧客と共に成長していくこと、それこそが会計士本来の仕事、私の使命であ

ると考えています。 
受講した 
研修 

2012/10/27 
2012/10/28 

中小機構 
 〃 

中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修） 
 〃 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
野村 宜弘 
種別 公認会計士 名称 野村 宜弘 店舗名 野村宜弘公認会計士事務所 
所在地 東京都港区赤坂 2丁目 18番 4-303号 電話番号 080-5477-0188 
得意業種 製造業 小売業 料理飲食旅館業 
業務歴 創業支援、事業計画作成支援、金融・財務・資金調達支援、金融機関との折衝、各種経

営者のメンタル相談、ホームページ売上向上支援、社内不正調査、企業買収時不正調査

支援など 
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自己 PR 監査法人の現場責任者として、外資系子会社、製造業、食品業、小売業(サプライチェー
ンを含む)の業界に従事した経験から、事業計画の策定、企業規模拡大のお手伝いをしま
す。 
また、金融庁証券取引等監視委員会で、犯則調査に従事した経験から、横領などの社内

不正を防止する仕組み作りのお手伝いをいたします。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
長谷川 臣介 
種別 公認会計士 名称 長谷川 臣介 店舗名 長谷川公認会計士・税理士

事務所 
所在地 東京都千代田区九段南3-8-10 COI九段南ﾋﾞﾙ3F 電話番号 03-6272-6902 
得意業種 製造業全般（特にヘルスケア関連、精密・半導体、自動車関連は強い）、小売・サービス

業全般、金融業（ノンバンク、リース業含む） 
業務歴 ①財務アドバイス業務：投資銀行企業情報部において、中小企業を含む上場・非上場会

社のM&A・組織再編実務に多数関与。また、同再生支援部門において、主に会社更生法・
民事再生法に係る再生支援支援業務に多数関与。 
②不良債権問題に係る各種中小業支援業務：投資銀行自己勘定投資部門において主に中

小企業向け貸出債権等に係る投資業務及びサービシング業務に多数関与。また、企業再

生ファンド運営に従事し、多数の企業支援を実施。 
以上、再生支援業務に関しては、上記業務歴をもとに、独立後も企業へのアドバイスの

みならず、債権者側、投資家側の立場で様々な事案に多数関与しています。 
自己 PR 当事務所は、M&A、企業再生に係る財務アドバイスに特化した事務所です。 

中小企業（再生）支援は、その半分は金融支援であるとの認識にて、如何に金融機関が

納得・同意しうるかを念頭に必要なアドバイスを提供しています。そのために、徹底し

たビジネスモデル分析とキャッシュフロー分析を行います。また、これまでの業務を通

じて構築した外部ネットワークを活用し、再生に向け可能な限りビジネス面のアドバイ

スも提供します。とりわけ経営改善計画策定支援に関しては、財務面での改善みならず、

経営者のモチベーション向上が計画実現の鍵となりますから、経営者・金融機関とのコ

ミュニケーションを重視した木目細かいアドバイスを心掛けています。 
受講した 
研修 

2013/4/10 
2013/6/11 
2013/9/10 
2014/3/25 

東京会 
東京会 
東京会 
東京会 

中小企業金融円滑化出口対応に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 

協会役員歴 東京会中小企業支援対応プロジェクトチーム副構成員長 
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協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
原口 和久 

種別 公認会計士 名称 原口 和久 店舗名 公認会計士原口事務所 
所在地 東京都千代田区隼町 2番 10号 210半蔵門 9階 電話番号 03-5214-6174 
得意業種 機械工業 その他の法人 サービス業 
業務歴 サービス提供内容 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、Ｍ＆Ａ 
自己 PR 企業での８年の経理実務経験を生かして、利用者の立場で、利用者のために、支援をし

ていきます。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
 
 
原田 伸宏 
種別 公認会計士、税理士 名称 原田 伸宏 店舗名 原田公認会計士・税理士事務所 
所在地 茨城県守谷市御所ケ丘 3丁目 14番地 14 電話番号 0297-48-9686 
得意業種 サービス業 製造業 卸売業 
業務歴 ・会計システムの導入、月次決算体制の構築、中小会計要領の普及 

・新事業活動促進法に基づく経営革新計画の策定支援（約２０件） 
・経営計画の策定支援 
・経営者向けセミナーの開催 
対象企業：零細企業～中堅企業（売上高１億未満～１００億程度） 

自己 PR  中小零細企業を中心として、月次決算体制の構築から、経営計画の策定、モニタリン

グまで一連の仕組みづくりを指導することについて、相当の経験があります。 
受講した 
研修 

2013/02/21 
2013/02/22 
2013/02/23 

TKC 
TKC 
TKC 

企業再生研修① 
企業再生研修② 
企業再生研修③ 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
東山 豊樹 

種別 公認会計士 名称 東山 豊樹 店舗名 東山豊樹公認会計士事務所 
所在地 東京都江東区深川 1丁目 1番 2-501号 電話番号 03-3641-1062 
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得意業種  
業務歴 創業支援、事業計画作成支援、販路開拓・マーケティング、金融・財務 
自己 PR 経営革新等支援機関としての実績は、中小企業経営力強化資金（公庫融資）や創業補助

金の獲得が挙げられます。公認会計士のほかに、税理士・行政書士にも登録しており、

ワンストップ・サービスが信条です。 
受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/08/12 
2013/09/19
～20 
2013/11/25
～26 
2013/04/10 
2013/06/11 
 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
東京会 
 
東京会 
東京会 

個別分野コース：計画策定後のフォローアップ等 
個別分野コース：経営改善等計画策定演習 
基礎編 
実践力向上編 
中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
平岡 繁 
種別 公認会計士、税理士 名称 平岡 繁 店舗名 平岡公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区有楽町 1丁目 9番 4号 蚕糸

会館 8階 
電話番号 03-5288-8053 

得意業種 建設業 製造業 サービス業 
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/06/11 
2013/09/10 
2014/02/06 
2013/08/22 
 
2013/10/24 

東京会 
東京会 
日本公認会計士協会 
東京税理士会 
 
日本公認会計士協会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
種類株式の評価（後半） 
中小企業への経営支援～中小企業の会計と金融を

巡って～ 
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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平野 裕二 
種別 公認会計士 名称 平野 裕二 店舗名 平野会計事務所 
所在地 東京都港区芝大門 1丁目 6番 11号 芝大衛

ビル 2階 
電話番号 03-5473-7225 

得意業種  
業務歴 会計事務所設立３０年、経営計画作成支援、経営革新計画、経営改善計画、創業支援、

事業承継等についての支援が可能です。支援対象企業の規模は売上０から、数十億円の

規模を中心にしております。対象業種は建設業、製造業、卸小売業、運輸通信業、ソフ

トウェア開発、教育産業等多岐にわたります。 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
蛭川 高鋭 
種別 公認会計士、税理士 名称 蛭川 高鋭 店舗名 蛭川公認会計士事務所 
所在地 東京都荒川区南千住 3丁目 41番 1-713号 電話番号 090-2624-0849 
得意業種 事業計画作成支援 事業承継 情報化戦略 
業務歴 売上 10億円の繊維卸売業に対し、事業承継計画策定支援、法人税節税対策コンサルティ

ング、内部統制構築支援、システム化推進（自計化含む）コンサルティングを実施した。 
自己 PR 私は今まで公認会計士として会計監査業務を通じて様々な会社の経営実態を見てきまし

た。また最近は相続税の申告業務を通じて事業承継の大切さを痛感し、相続が発生する

前にいかに円滑に事業を後継者に承継していくかということを常に考えております。私

の今までの経験を中小企業の経営改善に生かしたいと思っております。 
受講した 
研修 

2013/08/23 TKC全国会 経営支援実務研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
廣田 正昭 
種別 公 認 会 計

士、税理士 
名称 廣田 正昭 店舗名 廣田公認会計士事務所 

所在地 東京都杉並区高円寺南 4丁目 44番 8号 高円
寺サニービル 4階 

電話番号 03-5913-7541 



‐78‐ 

 

得意業種 製造業   
業務歴 経営計画の策定と実績の検討  ２社 ５～１０億円 

経営会議の運営        １社    ３億円 
自己 PR 会計データをベースとした経営改善のための計画策定と実績分析を実践しています。 
受講した 
研修 

2014/02/28 
2013/11/13 

中小企業庁 
東京会 

経営者保障に関するガイドライン等の説明会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解してお

くべき事業の知見－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
深谷 卓男 
種別 公認会計士 名称 深谷 卓男 店舗名 深谷会計事務所 
所在地 栃木県小山市駅東通り１－３６－１６ 電話番号 0285-22-6131 
得意業種 製造業、建設業、サービス業 
業務歴 栃木県中小企業再生支援専門家として数十社の再生支援に携わってきた経験がある 
自己 PR 金融機関の会計監査人として十数年の経験があるので財務コンサルは得意 
受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/11/13 

東京会 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴 東京会幹事、栃木県会会長及び副会長 
協会委員歴 
（本部のみ） 
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伏木 良雄 
種別 公認会計士、税理士 名称 伏木 良雄 店舗名 伏木公認会計士事務所 
所在地 東京都葛飾区亀有 5丁目 28番 11号 電話番号 03-3620-4925 
得意業種 建設業 卸売業 不動産業 
業務歴 1. 投資育成会社の監査を数多く担当していたため、監査に伴い会計を超えて指導的な業

務 を行っている。 
2. 所属していた監査法人が大手商社の調査部門的役割を有していたため、商社金融依頼
会 社の調査及び改善策の指導等の経験は多い。 
3. 昭和57年 9月日本硝子㈱（現在は新日本硝子工業㈱）の会社更生法に基づく更生手
続き の申請作業 
4. 平成20年 5月㈱カワカミの破産手続の申請作業 

自己 PR あまり追込まれない状況での相談が望まれる。 
新たな資金調達などままならない状況で一般的に経営革新等の改善のための手段は限ら

れているものと考えられる。 
単なる形式だけの計画ではなく、実行性がある計画が立てられるかどうかが鍵になるも

のと思料される。 
概況及び実態を把握しながら経営革新及び改善の可能性を探り、捗捗しくないと判断す

れば仕事を受けることは難しく、受けた場合には何とか改善再生させるように全力を尽

くすところである。 
受講した 
研修 

2013/04/10 
2013/09/10 

東京会 
東京会 

中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
－再生計画または経営改善計画とは？ その策定方法等－ 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
藤野 勝之 
種別 公認会計士 名称 藤野 勝之 店舗名 藤野公認会計士事務所 
所在地 東京都品川区西五反田 1丁目 11番 1号  ア

イオス五反田駅前 901 
電話番号 03-6431-9038 

得意業種 事業計画の策定 事業承継 組織再編 
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業務歴 以下のデータは平成 26年 4月現在のものです。 
(1)新ものづくり補助金 
 関与企業数 5件（平成 26年） 
 サービス内容 申請書(事業計画含む）の作成支援、ビジネスデザインのアドバイザリ
ー 
(2)経営革新計画の認定支援 
 関与企業数 2件(平成 26年度） 
 サービス内容 (1)と同じ 

自己 PR 公認会計士はアカウンタビリティの専門家です。企業や経営者様のお考えを簡潔明瞭に

誤解なく表現することに長けています。さらに当事務所では、お客様と夢の実現に向け

たビジネスデザインの構築からお手伝いさせていただいております。中小企業施策を利

用して企業成長をお考えの経営者の皆様、是非お問い合わせください。 
受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/09/10 
2013/11/13 

日本公認会計

士協会 
日本公認会計

士協会 
日本公認会計

士協会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
藤原 澄人 
種別 公認会計士 名称 藤原 澄人 店舗名 藤原公認会計士税理士事務所 
所在地 東京都稲城市東長沼 3104－1－1201 電話番号 042-379-1771 
得意業種 卸業、小売業、不動産賃貸業 
業務歴 不動産賃貸業 1社の経営改善計画策定支援の経験あり。 
自己 PR  
受講した 
研修 

2014/01/08 
2014/06/11 
2014/09/19 

公認会計士協会 

東京会 
東京会 

経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴 東京会三多摩会副会長 
協会委員歴 
（本部のみ） 
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星野 基 
種別 公認会計士 名称 星野 基 店舗名 星野基公認会計士事務所 
所在地 栃木県宇都宮市 3-32-3 電話番号 028-637-0537 
得意業種 製造業 建設業 サービス業 医療法人 
業務歴  
自己 PR 経営計画の策定支援業務を行うことが出来ます。 
受講した 
研修 

2013/02/09 
2013/07/19 
2013/08/07 
2013/08/20 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

認定支援機関向け経営改善_事業再生研修「基礎編」 
〃 _事業再生研修「実践力向上編」 
〃 _事業再生研修「計画策定後のフォローアップ等」 
〃 _事業再生研修「経営改善等計画策定演習」 

協会役員歴 東京会幹事、東京会栃木県会会長 
協会委員歴 
（本部のみ） 

公会計委員会 第二専門部会 専門委員 
公会計委員会 監査委員監査専門部会 専門委員 

 
堀川 朋善 
種別 公認会計士 名称 堀川 朋善 店舗名 公認会計士堀川会計事務所 
所在地 東京都西東京市北原町 2丁目 1番 26号 電話番号 042-460-0577 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/04/11 
2013/06/11 
 
 
2013/11/13 

日本公認会計士協会 
東京会 
 
 
東京会 

企業再生の税務 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会

計士として理解しておくこと－ 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解して

おくべき事業の知見－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
堀 秀行 
種別 公 認 会 計

士、税理士 
名称 堀 秀行 店舗名 バディーズ会計事務所 

所在地 東京都港区赤坂 4-2-8 金春ビル4階 電話番号 03-5544-8580 
得意業種 IT（情報通信業）、サービス業、小売業 
業務歴 1995年損害保険会社に入社し営業を担当。1999年コンサルティング会社に転身、米国企
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業の日本進出支援や財務コンサルティング等を経験。2004年コンサルティング経験を活
かし事業会社へ、上場企業の経営企画（M&A・財務・IR等）部門にて勤務。その後、複
数の事業会社にて経営企画や財務に携わり、M&A 経験も豊富。2013 年バディーズグル
ープを創業し、M&Aを中心に中小企業を支援している。 

自己 PR 営業現場から管理業務まで幅広くビジネスの現場を経験している。スタートアップ企業

から上場企業まで業務経験が豊富であり、実践的なコンサルティングが可能です。 
受講した 
研修 

（日時） （主催者） （内容） 

協会役員歴 （本部 or地域会＋役職名） 
協会委員歴 
（本部のみ） 

（委員会＋役職名） 

 
 
本多 秀毅 
種別 公認会計士 名称 本多 秀毅 店舗名 本多公認会計士・税理士事務所 
所在地 東京都調布市布田 1丁目 43番地 3 オリエ

ントマンション 407 
電話番号 042-485-7826 

得意業種 小売業 製造業 卸売業 
業務歴 主に財務デューデリジェンスですが、事業デューデリジェンスを含めてアドバイスを行

っています。そのうえで、事業計画の作成を行います。個人で行うよりか他の認定支援

機関の方などと業務の分担、お互いのチェックを行い主に金融機関からの要望を入り口

に関与しております。企業規模は様々ですが、売上高規模では数億円ほどのところが多

くなっています。 
自己 PR 東京都において地域密着型のきめ細やかな中小企業支援業務を実施する公認会計士事務

所です。中小企業経営者の夢の実現のために中期・短期経営計画の策定支援を行ってい

ます。経営計画作成後のモニタリングについては毎月企業を訪問して財務データの正確

性を確認し、計画の進捗状況を経営者と共に確認します。また、様々な情報提供を通じ

て経営者に気づきとやる気を与え、経営者が数字の根拠を持って説明する力を強化する

ための支援を行っております。中小企業経営に関する様々なお悩みについて、お気軽に

お問い合わせください。 
受講した 
研修 

2013/06/11 
2013/09/05 
2013/09/06 

東京会 
中小機構 
中小機構 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士と

して理解しておくこと－ 
基礎編(1) 
基礎編(2) 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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本間 周平 
種別 公認会計士 名称 本間 周平 店舗名 プラス会計事務所 
所在地 東京都千代田区神田小川町 3丁目 14番 3号  

ilusa304 
電話番号 03-6273-7798 

得意業種 製造業 サービス業 不動産業 
業務歴 サービス提供内容：創業支援、税務相談、事業計画作成支援、内部統制整備支援、上場

準備支援、他 
経験企業数：約 50企業 
企業規模（売上高）：0～約 15億円 

自己 PR 公認会計士及び税理士としての豊富な経験に基づく次のような支援が特徴です。 
１．企業の実態の把握に注力し、真に役立つ「見える化」を支援します。 
２．企業の実態の把握に基づき、真に実施可能な事業計画等の策定・実行支援・進捗状

況の管理を行います。 
３．「中小企業の会計に関する指針」等に準拠した企業の実態を表示する信頼性の高い計

算書類の作成を支援し、金融機関との良好な関係作りに繋げます。 
４．スピーディーに対応します。 
５．完了まで責任をもってやりとおします。 

受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/08/07 
2013/09/17 
 
2013/11/13 
2013/10/28 
2013/11/25 

東京会 
東京会 
東京会共同事務所

連絡協議会 
東京会 
中小機構関東本部 
広域関東圏知的財

産戦略本部(関東経
済産業局)、特許庁 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
「ここが変わった、新事業承継税制！！」研修会 
中小企業の海外進出支援（東南アジアを中心として） 
 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
専門家（実務家）向け事業承継研修会 
’知的財産’の力を活かした経営基盤の強化策～中

小企業支援の引き出しを増やそう！～ 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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増田 正志 
種別 公認会計士 名称 増田 正志 店舗名 増田公認会計士事務所 
所在地 東京都新宿区上落合 1丁目 1番 15-818号 電話番号 03-5330-5781 
得意業種 建設業 サービス業 学校法人 
業務歴 未だ支援業務は実施しておりません。 
自己 PR 監査法人在職中、金融機関の監査に従事し、金融検査マニュアルによる貸出金に係る自

己査定・債務者区分に関しては充分に理解しており、金融機関の立場からの融資先の評

価を承知していますので、金融機関との協議に関しては対応可能です。また、製造業、

建設業、小売業、サービス業、学校法人及び公益法人に関しても 30数年間の監査実務を
通じて知見があります。 

受講した 
研修 

2014/01/28 
2014/03/04 

中小機構 
関東経済産

業局 

事業再生研修【個別分野コース：トップライン向上支援編】 
【経営革新等支援機関向け】「中小企業・小規模事業者支

援施策説明会」 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

業種別委員会 電力業研究部会 幹事                   

 
松井 繁忠 
種別 公認会計士 名称 松井 繁忠 店舗名 松井公認会計士事務所 
所在地 品川区戸越 5-4-3 電話番号 090-9368-6764 
得意業種 製造業、サービス業、小売業 
業務歴 資金調達支援、事業再編支援（M&A の事前準備段階から実行支援まで含む）、組織改訂

支援、事業計画策定支援、原価管理制度策定支援、教育研修支援等について、約 10年で
経験企業数は 100社以上の関与をしております。 

自己 PR あくまでも数値に表れるものは、企業活動の結果であり、その原因となる行動をどのよ

うに改善していくのか、また経営者はどのように経営していきたいのかといった観点か

ら、こうすべきというよりも経営者を含む対象企業の関係者との対話の中で、より良い

かつ実行可能性の高い施策を一緒に作り上げていく、そういった人と人の関係（対話）

を重視して業務にはあたっております。 
受講した 
研修 

2014/6/11 東京会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
松岡 光弘 
種別 公認会計士、税理士 名称 松岡 光弘 店舗名 松岡公認会計士税理士事務所 
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所在地 群馬県渋川市渋川 1931番地 23 電話番号 0279-30-2221 
得意業種 農林水産業 小売業 サービス業 
業務歴  
自己 PR 経営革新計画策定や計画と実績の対比及び計画へのフィードバック等会計を通じて会社

が経営革新できるように支援します。 
受講した 
研修 

2013/08/06 中小機構 個別分野コース：経営改善等計画策定演習 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
松本 実 

種別 公認会計士、税理士 名称 松本 実 店舗名 松本実公認会計士事務所 
所在地 東京都千代田区内神田 1丁目 15番 2号 神

田オーシャンビル 3F 306号 
電話番号 03-3518-9068 

得意業種 製造業（機械工業） 料理飲食旅館業 建設業 
業務歴 創業支援に関連して事業計画の策定。3社。創業のため、売上ゼロ。 
自己 PR 創業時の資金調達に必要な事業計画の策定を支援し、第三者の目から見て説得力のある

数値に落とし込み、経営の円滑なスタートに資する。 
受講した 
研修 

2013/6/6,7 
2013/11/13 
2014/01/08 
2014/01/24 

中小機構 
東京会 
日本公認会計士協会 
東京税理士会神田支

部 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（基礎編） 
経営改善計画作成支援事業に関する研修会 
経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 
経営改善計画策定支援事業における税理士の新たな

役割 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
三浦 邦仁 
種別 公認会計士、税理士 名称 三浦 邦仁 店舗名 三浦邦仁公認会計士事務所 
所在地 東京都杉並区天沼 3丁目 3番 7号  403号室 電話番号 090-7018-6943 
得意業種  
業務歴 3社 

主に財務体質の改善、金融機関向け事業計画書の作成コンサル 
自己 PR  
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受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/09/10 

東京会 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士と

して理解しておくこと－ 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
－再生計画または経営改善計画とは？その策定方法等－ 

協会役員歴 東京会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

会計制度委員会 ASB対応専門委員会 専門委員長、 
会計制度委員会 ASBJ対応専門委員会 オブザーバー、修了考査運営委員会 委員、 
業種別委員会 投資信託等専門部会 専門委員  

 
元橋 茂夫 
種別 公認会計士 名称 元橋 茂夫 店舗名 元橋公認会計士事務所 
所在地 船橋市本町 2-10-14船橋サウスビル７Ｆ 電話番号 047-495-8300 
得意業種 建設業、製造業、サービス業 
業務歴 支援機関の認定を受けたのは平成２６年です。現在３社の支援を行っています。 
自己 PR 支援機関としての経験は浅いのですが、従来から経営者の良き相談相手として、会社の

財務内容の改善に取り組み、中期の経営計画の策定を行ってきた実績があります。その

経験が現在でも生かされています。銀行との交渉についても経営者と銀行との双方の立

場を理解しつつ、適切なアドバイスを行うことができます。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
森 滋昭 
種別 公認会計士 名称 森 滋昭 店舗名 森公認会計士事務所 
所在地 東京都港区芝浦 3-14-19 6F 電話番号 03-6868-4225 
得意業種 金融保険業 不動産業 サービス業 
業務歴 ＜企業再生＞・私的整理における事業再生計画作成及び金融機関調整支援 

＜起業＞・会社設立及び資金調達支援 
＜認定支援機関＞ 
認定支援機関としては、ものづくり補助金について 1 億円規模の企業の補助金申請を支
援 
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自己 PR ＜企業再生＞ 
・実績：再生計画の作成および金融機関調整等、及び財務デューデリジェンス 
・業種：製造業、印刷業、小売業、社会福祉法人、ゴルフ場 
＜起業支援＞ 
・実績：会社設立支援、資金調達支援、補助金獲得等支援 
・業種：サービス業、小売業、情報システム業 

受講した 
研修 

2013/04/11 日本公認会計士協会 企業再生の税務 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
森井 宏和 
種別 公認会計士、税理士 名称 森井 宏和 店舗名 森井公認会計士事務所 
所在地 東京都港区南青山 5丁目 11番 14号  H&M

南青山 E-203 
電話番号 03-6427-9430 

得意業種 サービス業 不動産業 輸入商社 
業務歴 財務内容その他経営状況の分析（１０件/年）、経営計画策定支援（５件/年） 
自己 PR 当事務所では、次のようなサービスを提供しています。経営状況の分析、事業計画の策

定支援、資金繰り計画の策定支援、創業支援、業務改善の提案・支援及びその運用指導、

内部管理体制・内部統制の構築支援、企業再生・再編支援、情報化戦略の策定支援、情

報システムの導入・構築支援、財務デューデリジェンスなど。 
尚、当事務所は、公認会計士・税理士としての知識・経験はもちろんのこと、情報戦略

の策定から、情報システムの設計・開発・導入・運用・保守といった中小企業の情報化

の支援にも精通しています。 
受講した 
研修 

2013/09/17 
 
2014/01/08 
2013/06/11 

東京会共同事務所連

絡協議会 
日本公認会計士協会 
東京会 

中小企業の海外進出支援（東南アジアを中心として） 
 
経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

ＩＴ委員会 情報セキュリティ等対応専門委員会 専門委員、 
ＩＴ委員会 委員                 

 
森木 隆裕 

種別 公認会計士 名称 森木 隆裕 店舗名 森木会計事務所 
所在地 東京都新宿区新小川町 1番地 14 号 飯田橋

リープレックスビズ 2階 
電話番号 03-5579-8453 

得意業種  
業務歴 創業補助金の申請書の作成 
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自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
 
 
 
八木 健太郎 
種別 公認会計士 名称 八木 健太郎 店舗名 八木公認会計士事務所 
所在地 東京都渋谷区宇田川町 2番地 1-402号 電話番号 03-3464-4506 
得意業種  
業務歴 数件のクライアントに対し、事業計画や資金計画の策定に助言を与えた。 
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/10/16 
2013/10/17 
2014/01/14 
2014/01/15 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

基礎編 
基礎編 
実践力向上編 
実践力向上編 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
谷津 範之 

種別 公認会計士 名称 谷津 範之 店舗名 谷津公認会計士事務所 
所在地 栃木県足利市大町 5番地の 2 電話番号 0284-41-6208 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2014/02/21 関東経済産業局ほか 中小企業・小規模事業者支援施策説明会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
矢野 奈保子 
種別 公認会計士 名称 矢野 奈保子 店舗名 矢野公認会計士・税理士事務所 
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所在地 東京都中央区東日本橋 3丁目 7番 7-1408号 電話番号 03-3808-1320 
得意業種 製造業 サービス業 その他の法人 
業務歴 ・製鉄加工業の経営改革支援 

・除染サービス業の起業支援 
自己 PR 中小企業の経営を包括的にアドバイスすることに配慮します。過度に専門的だったり、

狭い視点からの支援ではなく、大局的でありながら基本的かつ、効果的な経営改革の支

援をするようにしています。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
 
山口 浩 

種別 公認会計士 名称 山口 浩 店舗名 山口公認会計士事務所 
所在地 東京都中央区銀座 6 丁目 12 番 15 号  COI

銀座 612 
電話番号 03-3573-2526 

得意業種 卸売業 製造業  鉄鋼金属工業 機械工業 サービス業 
業務歴 決算書作成 5件/年 売上高1億円以上 1件、1億円未満 4件 

経営相談 5件/年 同上 
企業評価 1～2件/年 売上高1億円以上 

自己 PR 会計面から業務を見ることで、事業のお役に立てれば幸いです。 
受講した 
研修 

2014/01/08 日本公認会計士協会 経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
山田 隆明 
種別 公認会計士 名称 山田 隆明 店舗名 山田隆明会計事務所 
所在地 東京都渋谷区恵比寿 4丁目 22番 1号 B号室 電話番号 03-6450-4511 
得意業種 情報サービス業 インターネット付随サービス業 映像･音声･文字情報制作業（新聞業、

出版業を除く） 
業務歴 経営計画作成、資金繰り表作成支援、受注コンサルティング、営業同行、情報システム

構築支援、50社、売上高 2,000万円～5億円 
自己 PR IT 業界の業務知識を活かし、受注コンサルティング、営業同行、情報システム構築支援

に強みがあります。 
受講した 
研修 

2014/02/14 ITコーディネータ多摩協議会 総会研修会 
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協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
山本 加代子 
種別 公認会計士 名称 山本 加代子 店舗名 ねりま法務会計事務所 
所在地 東京都練馬区春日町 5丁目 35番 32号 ねり

ま法務会計事務所内 
電話番号 03-5848-5901 

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 
（本部のみ） 

 

 
山本 司 
種別 公認会計士、税理士 名称 山本 司 店舗名 公認会計士山本司事務所 
所在地 東京都目黒区中目黒 1丁目 8番 2号 ビラ中

目黒 
電話番号 080-2062-7849 

得意業種 金融保険業 小売業  
業務歴 中小企業、上場企業子会社に対して会計コンサルティング、税務コンサルティング、内

部管理体制構築支援など 10社程度行ってきました。企業規模については様々です。 
自己 PR 事業計画を作成し、実行することの支援は、単に数値目標を立てることと違います。併

せて、会社の組織作り、内部管理体制の構築も必要なものです。 
それは、簡単なことではありませんが、だからこそ、専門家として会社とともに考え、

ともに悩み、前進していきたいと思います。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
山本 裕二 
種別 公認会計士 名称 山本 裕二 店舗名 公認会計士 山本裕二事務所 
所在地 東京都国分寺市西恋ケ窪 2丁目 24番 21号 電話番号 0423-25-2392 
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得意業種 製造業 建設業 サービス業 
業務歴 創業支援、事業再生支援、海外進出支援、海外撤退支援。売上規模は売上高２５億円が

最大。取扱い件数は１０社位。 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
湯浅 英雄 
種別 公認会計士 名称 湯浅 英雄 店舗名 湯浅英雄公認会計士事務所 
所在地 新潟県新発田市豊町 4丁目 11番 28号 電話番号 0254-28-7020 
得意業種 建設業 機械工業 小売業 
業務歴 経営計画の立案をはじめとする管理会計の導入 
自己 PR 支援業務に対し、お客様目線で誠実に対応いたします。 
受講した 
研修 

2013/06/14 
 
2013/07/26 
2013/08/06 
2013/08/07 
 
2013/12/06 
2013/03/18 
 
 
2013/06/11 

中小機構 
 
同上 
同上 
同上 
 
同上 
日本公認会計士協会 
 
 
東京会 
 

平成 25年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研
修【基礎編】 
同上【実践力向上編】 
同上【個別分野コース・経営改善等計画策定演習】 
同上【個別分野コース・計画策定後のフォローアッ

プ等】 
同上【個別分野コース・トップライン向上支援編】 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計

士の役割について～経営革新等支援機関として公認

会計士が行う中小企業支援スキームの具体的内容～ 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計

士として理解しておくこと－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

業種別委員会 ガス業専門部会 専門委員、業種別委員会 ガス業研究部会２ 幹事    

 
 
 
弓場 法 
種別 公認会計士 名称 弓場 法 店舗名 弓場公認会計士事務所 
所在地 長野県長野市大字安茂里 3605番地 1 電話番号 026-267-9488 
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得意業種 創業支援 事業計画策定支援 事業承継 
業務歴 ・「中小企業の会計に関する指針」等に準拠した決算書の作成を通じた会社実態の把握の

支援 
・ 会社実態の把握に基づく経営改善計画、資金繰り計画の策定支援 
・ 経営改善計画の実行における計画進捗状況の管理 

自己 PR 事業計画の策定支援、M&A業務の支援、利益管理システムの構築支援等を行います。 
受講した 
研修 

2013/11/20 
 
2013/12/17 

関東信越税理士会長野県

支部連合会 
中小機構関東本部 

事業承継制度について 
 
「専門家（実務家）向け事業承継研修」 ※

平成２５年度 
協会役員歴  
協会委員歴  
 
横山 哲郎 
種別 公認会計士 名称 横山 哲郎 店舗名 横山会計事務所 
所在地 水戸市柵町 1-5-13アスクビル 2階 電話番号 029-227-3916 
得意業種 製造業、サービス業 
業務歴 商工会議所 商工調停士として経営相談、経営計画の作成 

民事再生法の監督員の補助者 その後の継続指導の経験があります。 
自己 PR 損益予測を作成し、経営陣に経営課題を悟らせ、未来志向の浸透を図る。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 東京会茨城県会会長 
協会委員歴 継続的専門研修制度推進センター 委員 
 
吉川 健雄 
種別 公認会計士 名称 吉川 健雄 店舗名 吉川健雄公認会計士事務所 
所在地 東京都立川市柴崎町 2-5-3-311 電話番号 042-595-6904 
得意業種 製造業、卸売業、サービス業 
業務歴 ・複数県の中小企業再生支援協議会において、20件以上の事業再生案件（財務 DD・事

業 DD・再生計画策定支援・モニタリング）を経験 
・会社更生、民事再生、事業再生 ADR、任意整理等の再生案件を経験 
・過去に大手信託銀行子会社に出向しオーナー企業への相続・事業承継対策業務を経験 
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自己 PR 大手監査法人において一部上場企業の監査や株式公開支援の経験、中堅税理士法人にお

いて企業再生・事業承継・経営改善・各種税務申告の経験、大手信託銀行の子会社にお

いて相続・事業承継対策を経験しています。 
上記経験を踏まえ、財務調査・事業調査を含めた総合的な実態調査を行い、「将来の相

続・事業承継までを見据えた経営改善計画の策定・実行」を支援します。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
吉田 正人 
種別 公認会計士 

税理士 
名称 吉田 正人 店舗名 吉田正人公認会計士・税理士

事務所 
所在地 東京都港区海岸 1-9-16 宮崎ビル２Ｆ 電話番号 03-6809-2012 
得意業種 情報サービス業、インターネット付随サービス業、飲食店、小売業 
業務歴 2007年の設立から、１００社以上に対して会社設立時からの創業支援を行ってきており、

会計・税務・助成金・融資相談をワンストップでおこなっている。 
起業家向けへのセミナーなども多数行っています。 

自己 PR 元銀行出身で国内ＭＢＡを保有していますので 
事業計画書の作成に強いのが特徴です。 

受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

経営研究調査会 委員 

 
吉谷 一成 

種別 公認会計士 名称 吉谷 一成 店舗名 吉谷一成公認会計士事務所 
所在地 東京都豊島区東池袋 3丁目 1番 1号  サンシ

ャイン 60 45階 
電話番号 090-6928-9748 

得意業種 サービス業 小売業 製造業 
業務歴 １．事業承継実務サービスの提供 

２．組織再編の実務サービスの提供 
３．買収調査、株価算定業務 
４．株式譲渡、事業売却のアドバイザリー業務 
５．事業再生のための事業計画策定サービス 
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自己 PR 事業承継、特にＭ＆Ａ関連の業務に多く携わっております。 
形式よりも「実質」を重視したコンサルティングを目指しております。 

受講した 
研修 

2013/04/10 
2013/08/07 
2013/06/05 
 
2013/03/18 
 
 
 
2013/03/18 
2011/12/08 
 
2012/02/08 
2013/05/20 
2013/07/22 
2013/07/18 

東京会 
東京会 
日本公認会計士協会 
 
日本公認会計士協会 
 
 
 
日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 
 
日本公認会計士協会 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
「ここが変わった、新事業承継税制！！」研修会 
租税相談室に寄せられた最近の事例から－相続税・

贈与税についての相談事例 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計

士の役割について ～経営革新等支援機関として公
認会計士が行う中小企業支援スキームの具体的内容

～ 
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 
事業承継支援マニュアル ― 事業承継の具体的な支
援事例の検討 
事業再生実務と公認会計士の役割 
経営革新等認定支援機関向け研修（基礎編） 
経営革新等認定支援機関向け研修（実践力向上編） 
経営革新等認定支援機関向け研修（経営改善等計画

策定演習） 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
李 顕史 
種別 or 公認会計士税理士 名称 李 顕史 店舗名 李総合会計事務所 
所在地 新宿区新小川町 1-14飯田橋リープレックスビズ 2階 電話番号 03-5579-8418 
得意業種 金融保険業、情報サービス業(IT)、不動産賃貸業 
業務歴 証券会社等の金融系の財務デューデリジェンス経験 4件 いずれもM&A案件 

銀行向け連結財務諸表作成のアウトソーシング受注および部門別損益資料の提出。 
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自己 PR 事業計画を作成し、実行することは、単に数値目標を立てることと違います。同時に計

画を実行できる組織づくり、計画通りの実現に向けた体制構築も必要です。体制構築は

経営者の声がけで作れるほど簡単なことではありません。だからこそ公認会計士として

会社と一緒に計画実現に向けて支援していきます。 
事業計画を実現し、会社経営を再度軌道に乗せましょう。 
 
 
【主な取引実績】 
大手化学メーカー(東証一部)、大手総合商社子会社、大手流通会社子会社、ネット銀行 
ネット証券、政府系金融機関関連会社 

受講した 
研修 

2013/06/11 日本公認会

計 士 協 会

(東京会) 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士

として理解しておくこと－ 
協会役員歴 東京会 経営委員会委員 

東京会 研修委員会委員(2013年) 
東京会 研修委員会副委員長(2014年) 

協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
若槻 康二 
種別 公認会計士 名称 若槻 康二 店舗名 公認会計士若槻康二事務所 
所在地 東京都八王子市千人町２－５－２０ 電話番号 042－661－4851 
得意業種 製造業、サービス業、学校法人・宗教法人 
業務歴 経営計画の策定、資金繰り計画の策定、新規借り入れの協力、日常的な経理の精緻化指

導など数多くの案件を取り扱ってきました。 
自己 PR 当事務所のモットーは「親切丁寧」です。 

数多くの案件を取り扱ってきた経験を活かして、ご依頼者が納得し満足するまで親身に

対応させていただきます。 
受講した 
研修 

2013/11/13 東京会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴 東京会三多摩会副会長 
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
若槻 周平 

種別 公認会計士 名称 若槻 周平 店舗名 若槻周平公認会計士事務所 
所在地 東京都八王子市千人町２－５－２０ 電話番号 042－661－4851 
得意業種 建設業、卸売業、小売業 
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業務歴 短期経営計画の策定、 
中長期経営計画の策定、 
新規借入の協力、 
補助金の申請補助、 
日常経理指導、 
内部統制の構築支援 

自己 PR 大手監査法人出身の若手公認会計士です。 
フットワークの軽さと丁寧な仕事をモットーに、ご依頼者様が満足して頂けるよう 
心掛けています。 

受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
渡辺 美由紀 
種別 公認会計士、税理士 名称 渡辺 美由紀 店舗名 渡辺美由紀公認会計士事務所 
所在地 栃木県那須塩原市扇町 1番 28号 電話番号 0120-355-390 

0287-36-0856 
得意業種 社会福祉法人、医療法人認可申請支援 企業再生支援 組織再編（会社の合併、分割、

事業譲渡等） 
業務歴 企業再生支援、製造業の新製品導入支援、農業災害支援 
自己 PR お客様の立場を尊重しつつ、客観的で実現可能な支援策を策定いたします。 
受講した 
研修 

2013/04/11 日本公認会計士協会 企業再生の税務 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
浅川 昭久 
種別 税理士 名称 浅川 昭久 店舗名 浅川昭久税理士事務所 
所在地 東京都 新宿区 新宿 1丁目 15番 18号 電話番号 090-8441-1775 
得意業種 金融（共同組織金融業） 製造業 小売業 
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 
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協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

IFRS特別委員会 委員、 
中小事務所等施策調査会 監査専門部会 専門委員、業種別委員会 委員           

 
大島 博之 
種別 税理士 名称 大島 博之 店舗名 大島公認会計士事務所 
所在地 長野県佐久市岩村田 1275番地 42 電話番号 0267-66-0211 
得意業種 製造業 建設業 サービス業 
業務歴 企業の事業計画の作成支援、モニタリングを年間 100 社以上を十数年間実施しておりま

す。 
企業の業種業態規模により。事業計画の重点項目は様々ですが、ニーズをくみ上げ、各

企業に合った事業計画の立案、作成の支援をしております。 
自己 PR まずはお電話頂き、気軽にご相談下さい。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 東京会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

東京実務補習所運営委員会 長野支所運営委員会 委員                   

 
金山 聖二 
種別 税理士 名称 金山 聖二 店舗名 金山公認会計士事務所 
所在地 東京都新宿区高田馬場 4丁目 2番 11-403号 電話番号 03-5389-9403 
得意業種 小売業 卸売業 建設業 
業務歴 大手監査法人に公開準備業務を担当していたときに中小企業のコンサル業務を 5 年程度

実施しておりました。その後、独立開業して 8 年になり、その間、税理士としてクライ
アントに税務業務、コンサル業務を実施してまいりました。提供内容は多岐にわたりま

すが、独立後は、創業企業の資金調達支援、利益改善を目的とした事業別損益把握支援

などがあります。 
自己 PR 現在、税理士として税務業務等を行う一方、最近、会社の事業別損益の把握支援業務及

びそれに対する利益改善計画の策定支援業務の案件が増えてきております。今後もこれ

らのコンサル業務に力を入れていきたいと思っておりますので、是非お声かけをお待ち

しております。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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神山 俊男 
種別 税理士 名称 神山 俊男 店舗名 神山会計事務所 
所在地 茨城県水戸市河和田町 546番地の 2 電話番号 029-255-5755 
得意業種 会計・税務 財務 人材育成 
業務歴 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、情報化戦略、販路開拓・マーケティン

グ、人材育成、人事・労務、金融・財務、会計・税務 
自己 PR 経営者のお悩みを解決するお手伝い 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小池 礼啓 
種別 税理士 名称 小池 礼啓 店舗名 小池礼啓公認会計士・税理士

事務所 
所在地 東京都中央区日本橋 3丁目 4番 16号 春陽

堂ビル 9階 
電話番号 090-9246-4053 

得意業種  
業務歴 2013 年 12 月に認定支援を受けたばかりであり、現在までに具体的に業務に携わった経

験はありません。 
自己 PR  
受講した 
研修 

2014/01/08 日本公認会計士協会 経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
木暮 光芳 
種別 税理士 名称 木暮 光芳 店舗名 こぐれ会計事務所 
所在地 群馬県高崎市新田町 5番地 1 白井ビル 電話番号 027-386-4700 
得意業種  
業務歴  
自己 PR 中小企業の経営者の皆様と同じ目線に立って、3年後、5年後と将来を見据えた経営支援

を行っていきたいと考えております。経営計画の策定、資金繰りのご相談等、お気軽に

お問い合わせください。 
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受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/09/10 

東京会 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士と

して理解しておくこと－ 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
－再生計画または経営改善計画とは？ その策定方法等

－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
坂井 啓二 
種別 税理士 名称 坂井 啓二 店舗名 坂井会計事務所 
所在地 新潟県新潟市中央区新光町 19 番地 8  パブ

リシティ・フレックスビル 3階 
電話番号 025-281-8331 

得意業種 製造業 金融保険業 小売業 
業務歴 なし。 
自己 PR 事業承継（税務を含む）、金融機関との対応、資料作成にご協力したい。 
受講した 
研修 

2014/02/14 新潟県中小企業再生

支援協議会 
中小企業・小規模事業者支援施策説明会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

継続的専門研修制度推進センター 委員                   

 
坂本 和重 
種別 税理士 名称 坂本 和重 店舗名 坂本計理事務所 
所在地 茨城県水戸市河和田 2丁目 1番地の 2 電話番号 029-254-8511/(代) 
得意業種 小売業 卸売業  
業務歴 中小企業再生協議会から受託した処理案件 1件 

 ・デューデリ 
 ・再生計画 

自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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田中 大貴 
種別 税理士 名称 田中 大貴 店舗名 サンタックス合同会計事務所 
所在地 東京都台東区台東 1丁目 25番 14号 電話番号 04-2995-6111 
得意業種 小売業 建設業 不動産業 
業務歴 再生計画の策定並びに継続的な計画の実行支援を行ってきた。過去の支援社数は２０社

以上。 
自己 PR 経験に基づいた、計画策定にとどまらない実行支援を行えます。 
受講した 
研修 

2014/02/28 
 
2013/09/10 
2013/06/29 
2013/08/08 
 
2013/03/18 
 
2013/03/18 
 
2012/05/16 

若松かねしげCPAポリ
ティックスフォーラム 
東京会 
霞が関監査法人 
関東信越税理士会所沢

支部 
日本公認会計士協会 
 
日本公認会計士協会 
 
霞が関監査法人 

企業成長戦略セミナー 
 
経営改善計画支援事業に関する研修会 実務編 
事業再生の実践 
中小企業再生への計画作成と銀行交渉術 
 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認

会計士の役割について 
中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応につ

いて 
事業再生実務と公認会計士の役割について 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
 
野坂 和夫 
種別 税理士 名称 野坂 和夫 店舗名 野坂和夫税理士事務所 
所在地 東京都新宿区西早稲田 2-21-12-1101 電話番号 03-3204-6475 
得意業種 建設業、不動産業、サービス業 
業務歴 税務顧問、財務書類の作成、融資支援、経営状態の分析、事業計画の策定支援・実行支

援、任意監査 
自己 PR 税務顧問先が 150 社を超えるクライアントがあり、中小企業支援の経験が豊富です。東

京信用保証協会の検査員でしたので、融資に関する知識が豊富です。名古屋商科大学大

学院会計ファイナンス研究科(MBA)の税法担当の客員教授です。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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山崎 賢治 
種別 税理士 名称 山崎 賢治 店舗名 山崎賢治税理士事務所 
所在地 群馬県前橋市国領町 2丁目 23番 9号 電話番号 027-231-1223 
得意業種 製造業 小売業 サービス業 
業務歴  
自己 PR 当事務所は、「正しい」経営の状態を「タイムリーに」把握できる体制づくりを、まずご

支援いたします。「正しい」経営の状態が分からなければ、自社がとるべき”次の一手”

を正しく考えることができません。また「タイムリーに」把握できなければ、せっかく

考えた”次の一手”も効果がないかもしれません。当事務所は、自計化の導入・月次決

算体制の導入・事業計画の作成などを通じて、「正しい」経営状態が「タイムリーに」把

握できる体制を構築でき、そしてこのことが社長の目指す夢に近づく第一歩であると考

えています。 
受講した 
研修 

2013/02/19 
2013/02/20 
2013/02/21 

中小機構 
中小機構 
中小機構 

認定支援機関のためのコンサルティング実践講座 
認定支援機関のためのコンサルティング実践講座 
認定支援機関のためのコンサルティング実践講座 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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◆千葉会（千葉県） 
石橋 秀樹 
種別 公認会計士 名称 石橋 秀樹 店舗名 石橋公認会計士事務所 
所在地 千葉県千葉市花見川区幕張本郷 1丁目 24番

地 18 ストリーム本郷102号室 
電話番号 043-296-0642 

得意業種 建設業 製造業 サービス業(飲食業・不動産業他) 
業務歴 中小企業再生支援協議会案件・金融円滑化法終了対応他の再生案件財務調査報告書を１

０案件以上経験しています。 
規模は、売上高数十億円から数億円の規模まで、業種も製造業・建設業・飲食業その他

多様な業種を経験しました。 
自己 PR 千葉県及び都内で、会社更生法・民事再生法の裁判所案件に多数関与した他、中小企業

再生支援協議会・復興相談支援センター等の再生案件に 10案件超の経験があります。 
関与した業種も、医療法人・製造業・建設業・サービス業と多様な経験を有しておりま

す。 
受講した 
研修 

2013/04/11 日本公認会計士協会 企業再生の税務 

協会役員歴 東京会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

租税調査会 資産課税等専門部会 専門委員                   

 
泉 登茂子 
種別 公認会計士、税理士 名称 泉 登茂子 店舗名 泉登茂子公認会計士・税理士事務所 
所在地 千葉県市川市中国分 5丁目 21番 14号 電話番号 047-372-9587 
得意業種 製造業 小売業 サービス業 
業務歴 当事務所は、公認会計士の専門的知識や経験等を踏まえて、千葉県中小企業再生支援協議

会において、県内の特殊塗装業と建設飯場賄業に対して、中小企業診断士やコンサルティ

ング会社とのチーム内で実態バランス作成を担当し、再生支援業務を行いました。 
自己 PR 当事務所は、公認会計士及び税理士等の専門的知識・経験等を踏まえ、千葉県中小企業再

生支援協議会における実績を活かし、以下のような業務を提供しております。 
・「中小企業の会計に関する指針」等に準拠した決算書の作成による経営分析・会社実態

把握支援 
・会社実態把握に基づく経営改善計画・資金繰り計画策定支援 
・経営改善計画実行支援・計画進捗状況管理 
なお、主に支援可能な内容は、下記の通りです。 
・創業支援・事業計画作成支援・事業承継・M&A・業務効率化・事業再生・資金調達・
海外展開等 
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受講した 
研修 

2013/7/22-23 
2013/8/28-29 
2013/09/03 
2013/09/04 
2014/01/09-10 
2013/12/02 
2013/4/10 
2013/6/11 
 
 
2013/9/10 
 
2013/11/13 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
東京会 
東京会 
 
 
東京会 
 
東京会 
 

認定支援機関向け研修【基礎編】 

認定支援機関向け研修【実力向上編】 

認定支援機関向け研修【個別分野コース】経営改善編 

認定支援機関向け研修【個別分野コース】フォローアップ編 

認定支援機関向け研修【個別分野コース】トップライン向上支援編 

専門家（実務家）向け事業継承研修 

中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士として理解し

ておくこと－ 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 

－再生計画または経営改善計画とは？ その策定方法等－ 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解しておくべき事業の知

見－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
保坂 義勝 
種別 公認会計士 名称 保坂 義勝 店舗名 保坂公認会計士事務所 
所在地 千葉県船橋市前原西 2丁目 11番 5号  松田

第 3ビル 204号 
電話番号 047-476-1677 

得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/09/10 

東京会 
 〃 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
       〃 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
牧野 勇次 
種別 or 公 認 会 計

士・税理士 
名称 牧野 勇次 

牧野 智成 
店舗名 牧野公認会計士・税理士事務所 

所在地 千葉県千葉市中央区南町 3-6-16 電話番号 043-263-0762 
得意業種 建設業、製造業、サービス業 
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業務歴 当会計事務所は千葉市に会計事務所を構え、主として千葉県内の中小企業や個人事業主

のお客様に対し会計・税務を中心とした経営をサポートしてまいりました。 
多くのお客様をサポートしてきた経験を生かし、創業時・成長期・衰退期・事業承継等

それぞれの状況で、お客様のご要望にあったサポートを心がけてきました。 
公認会計士・税理士の観点から決算書の作成を通じて経営上の課題を明らかにし、中長

期的な事業戦略の立案、具体的な経営計画の作成を支援いたします。 
自己 PR 当事務所は蘇我駅から歩いて 8分くらいのところにあります。 

まずは現状分析・将来予測ができるように支援いたします。 
経理業務が有効かつ効率的になるような指導をさせていただき、管理に係る時間やコス

トを削減することで、本業に集中できるように支援いたします。 
受講した 
研修 

2013/09/10 
2014/06/11 
2014/09/19 

東京会 
東京会 
東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会【実務編】 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴 千葉県会副会長、千葉県会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
山崎 哲司 
種別 公認会計士、税理士 名称 山崎 哲司 店舗名 山崎公認会計士・税理士事務所 
所在地 千葉県浦安市北栄4丁目 18番 3-212号  エ

ステートシンサダ 
電話番号 080-3178-3811 

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 
（本部のみ） 

 

 
鈴木 隆文 
種別 公認会計士・

弁護士 
名称 鈴木 隆文 店舗名 アライズ総合法律事務所 

所在地 千葉県市川市南八幡 4-5-20-5A 電話番号 047-376-6556 
得意業種 事業再生・倒産、事業承継 
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業務歴 事業再生・倒産、事業承継分野で、主に弁護士として、公認会計士の知識・経験を生か

して、代理人業務や相談業務、さらには裁判所からの選任によって、民事再生事件の監

督委員、破産事件の破産管財人を多数経験しております。また、裁判所からの委託を受

けて株価の評価にも携わってまいりました。1994年弁護士登録、1999年公認会計士登録。
弁護士会内の倒産法研究会、事業承継研究会等に所属。事業再生実務家協会、事業再生

研究機構会員等。 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小野寺 浩一 
種別 税理士 名称 小野寺 浩一 店舗名 小野寺浩一公認会計士税理士

事務所 
所在地 千葉県印西市木下 1638番地 1-203号 電話番号 0476-29-5239 
得意業種 建設業 不動産業 サービス業 
業務歴 投資会社にベンチャーキャピタリストとして 10年の勤務経験があります。創業間もない

ベンチャー企業などの事業計画作成や資金調達支援、直接金融と投資後のアドバイスな

ど数十社の中小企業の支援に携わりました。売上規模は数百万円から十億円規模まで

様々です。投資会社 10 年の後半ではミドルステージの中小企業をターゲットにした再
生・バイアウトファンドの設立・運営に取り組み、十数社の資本・経営体制改善を実行

しました。3年ほど前に独立し、自身の公認会計士税理士事務所に専念。現在は地域の中
小事業者の顧問税理士として経営アドバイスを行っています。また、病院・クリニック

経営・M&Aにも強いです。 
自己 PR 投資会社にベンチャーキャピタリストとして 10年ほど、ベンチャー企業への直接投資に

かかわり、事業計画立案から資本政策、資金調達アドバイスを専門としておりました。

また、バイアウトファンド運営の経験から、事業再生・M&Aにも強いです。業種・ステ
ージを問わず経営支援が可能です。最近では補助金申請にかかるサポートの実績も豊富

です。 
受講した 
研修 

2013/06/06 
2013/06/07 
2013/07/11 
2013/07/12 
2013/08/13 
2013/08/19 
6/11/2013 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
TKC 
東京会 

基礎編 1日目 
基礎編 2日目 
個別分野コース：経営改善等計画策定演習 1日目 
個別分野コース：経営改善等計画策定演習 2日目 
個別分野コース：計画策定後のフォローアップ等 
認定支援機関研修 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
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協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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◆埼玉会（埼玉県） 
新江 明 
種別 公認会計士、税理士 名称 新江 明 店舗名 新江明公認会計士・税理士事務所 
所在地 埼玉県さいたま市見沼区島町 2番地 7 電話番号 048-748-5856 
得意業種 製造業   
業務歴 他の認定支援機関と連携して、会社再生（経営改善計画策定支援）を実施しました。企

業規模は、1億～10億円規模になります。合計 3社を支援してきました。 
自己 PR 新江明公認会計士・税理士事務所では税務会計に関する支援（管理会計の導入、決算書

の作成支援、税務顧問等）、経営計画の作成支援、経営革新計画の取得支援、更には、他

の認定支援機関と連携して企業の経営改善・経営再生業務を幅広く行っています。今ま

でも当事務所開設以来、多くの企業様の会計・経営改善を支援してまいりました。また、

他の専門家（弁護士・社労士・行政書士など）や、同士業（公認会計士・税理士・中小

企業診断士の方々との交流も密に行っておりますので、ご要望や案件内容により、連携

して支援することが可能です。皆様の業績改善に少しでもお役に立つことができれば光

栄です。よろしくお願い申し上げます。 
受講した 
研修 

2013/09/01 
2013/09/17 
2013/12/04 
2014/01/09 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

基礎編 
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 
個別分野コース：トップライン向上支援編 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
石井 喜浩 
種別 公認会計士 名称 石井 喜浩 店舗名 石井喜浩公認会計士事務所 
所在地 埼玉県熊谷市太井 2072番地 電話番号 048-522-0988 
得意業種 食料品製造業   
業務歴  主として中小法人を対象にして法人税の申告に関連する記帳指導を行う外、財務、経

営、会社整理等の助言を行っている。 
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/12/03 
 
2014/02/4-5 

関東信越税理士会

埼玉県支部連合会 
中小機構 

経営革新等支援機関が活用できる中小企業・小規模

事業者支援施策 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修（基礎編） 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小笠原 薫子 
種別 公認会計士 名称 小笠原 薫子 店舗名 小笠原会計事務所 
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所在地 埼玉県草加市金明町 445番地 3 電話番号 048-944-1061 
得意業種 製造業 卸売業、小売業 サービス業 
業務歴 月次決算を通し、財務分析、予実管理、資金繰り等について随時カウンセリングを実施

しています。 
また、創業補助金、創業融資、資金繰りに関するコンサルテーション、事業計画書、資

金繰り計算書、経営改善計画書作成等の作成を行っています。 
自己 PR 新規に事業を始められる方、会社を設立される方の創業支援や、新しい分野の事業に挑

戦される方の資金調達支援を積極的に行っております。 
事業計画、経営改善計画、資金計画策定を通じて、黒字決算を応援します。 

受講した 
研修 

2013/08/01 
 
2013/08/01 
 
2013/08/19 
2013/09/11 

埼玉県会 
 
埼玉県会 
 
埼玉県会 
関東信越税理士会 

「中小企業金融円滑化法の期限到来に当たって講

ずる総合的な対策等について」 
「経営革新等支援機関制度と今後の中小企業支援

について」 
「経営改善計画策定支援事業について」 
全国統一研修会「事業再生の活用と税務」 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
加藤 暁光 

種別 公認会計士 名称 加藤 暁光 店舗名 協同経理事務所（加藤公認会

計士・税理士事務所） 
所在地 埼玉県さいたま市桜区上大久保 585 番地 2 

203号 
電話番号 048-858-5334 

得意業種 事業再生 創業補助金  
業務歴 事業再生 ４件、うち再生協議会２次対応１件、経営改善支援センタ－２件 

創業補助金 ３件 うち採択済１件 
顧問先数は約４０件 

自己 PR 日本経営管理協会にて、中小企業活性化支援協議会を組織しており、様々な種類の専門

家を集めています。私は埼玉支部長として、中小企業の支援にあたっています。 
経営者の立場に立って、実抜計画を策定し、金融支援への仲立ちを行います。多くの専

門家を擁しているため、あらゆる業種への対応が可能です。 
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受講した 
研修 

2013/09/04 
2013/09/06 
2013/09/10 
2013/09/18 
2014/01/15 
2013/11/13 

中小機構 
同上 
同上 
同上 
同上 
東京会 

経営改善事業再生研修基礎編 
同上実践力向上編 
同上策定演習 
同上フォロ－アップ編 
同上トップライン向上編 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解しておくべ

き事業の知見－ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

ＩＴ委員会 ＩＴアシュアランス専門委員会 専門委員                   

 
小山 修平 
種別 公認会計士、税理士 名称 小山 修平 店舗名 小山修平公認会計士事務所 
所在地 埼玉県吉川市大字平沼 263番地 電話番号 048-982-0360 
得意業種 製造業 ｻ-ﾋﾞｽ業 建設業 
業務歴 借入金の返済スケジュ－ルの見直しを中心とした事業再生、補助金の申請相談等を行っ

ております。 
事業再生は併設の税理士法人と提携したうえで３件かかわっています。売り上げは 
１億円未満です。 

自己 PR  大手監査法人に勤務後、上場会社、大会社、公益法人の監査を行った経験を生かすべ

く平成２３年７月に独立開業しました。併設の小山税理士法人の税務知識も生かし、中

小企業の会計・税務業務や資金調達等のための事業計画の作成・実行等のサ－ビスを総

合的に提供します。 
 中小企業の税務相談、経営コンサルティング、経営計画策定、資金計画策定をサポー

トいたします。 
 さらに、公認会計士という会計専門家として「中小企業の会計に関する基本要領」や

「中小企業の会計に関する指針」に拠った信頼性のある計算書類等の作成も行っており

ます。  ぜひ、お気軽にご連絡、メ－ルしてください！ 
受講した 
研修 

 中小機構 基礎編、実力向上編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
定行 一治 
種別 公認会計士 名称 定行 一治 店舗名 定行一治公認会計士・税理士事務所 
所在地 埼玉県川越市今成 1丁目 1番地 30 電話番号 049-223-6078 
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得意業種 情報サービス業 製造業 小売業 
業務歴 【サービス提供内容】 

１、創業支援サービス 
 ビジネスプラン（事業計画・資金計画を含む）支援、創業融資支援、法人化・会社設

立サポート等） 
２、経営サポートサービス 
経営改善計画策定支援（フォローアップ含む）、経営課題の把握・ソリューション提案（収

益性分析、管理会計制度構築、ＢＰＲ）、人事評価・賃金制度支援 
３、融資・助成金支援サービス 
資金繰の適正化、各種補助金・助成金支援（報告書・フォローアップ含む）、セーフティ

ーネット融資支援 
４、事業承継サービス 
事業譲渡・分割等組織再編、株式等資産 

自己 PR 創業したての企業から 100億円超の複数支社を構える中小企業等のサポート実績。 
企業も人と同じで発展・挫折を繰り返して成長するものです。単なる会計数値のみでの

分析や表面上の経営改善計画を策定するだけでは、中小企業の根本的な解決にはなりま

せん。 
そこで、経営の隠れた問題や経営者ニーズを的確に把握し、実をもった経営改善・ソリ

ューションを提案して、経営者の理解の元に長期的な経営に向けた改善計画のサポート

をいたします。 
また、創業を検討している人においても、単なる会社設立サポートではなく、融資・助

成金等の資金面やＨＲＭ（ヒューマンリソースマネジメント）を含む総合ビジネスプラ

ンのサポートを致します。 
受講した 
研修 

2014/06/11 
2014/09/10 
2014/08/01 
 
2014/08/01 
2014/08/19 
2014/09/17 

東京会 
東京会 
埼玉県会 
 
埼玉県会 
埼玉県会 
東京会共同事

務所連絡協議

会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
中小企業金融円滑化法の期限到来に当たって講ずる総合

的な対策等について 
経営革新等支援機関制度と今後の中小企業支援について 
経営改善計画策定支援事業について 
中小企業の海外進出支援（東南アジアを中心として） 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
寺山 昌文 
種別 公認会計士 名称 寺山 昌文 店舗名 寺山公認会計士事務所 
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所在地 埼玉県さいたま市浦和区常盤 2 丁目 10 番 5
号  鈴木ビル 3階 

電話番号 048-877-8483 

得意業種 建設業 製造業 卸売業 
業務歴 ７年間、中小企業をワンストップで支援するため公認会計士、税理士、弁護士、中小企

業診断士、金融機関ＯＢ等の専門性を有する仕業によるＮＰＯ法人を立ち上げて経営支

援、事業再生、事業譲渡等を行ってきました。企業数は３０社を超え、主に売上８０億

未満の企業です。 
自己 PR 平成２６年４月に、志を同じくする公認会計士、税理士、中小企業診断士等多様なプロ

フェッショナルによる認定支援機関のネットワーク機構を設立しました。 
中小企業の目線で中小企業の経営を支援することを通じて経済の活性化に貢献すること

を目的としております。このため法人形態は一般社団法人です。 
受講した 
研修 

2013/04/10 
2013/02/05 
2013/02/06 
2013/02/07 
2013/03/22 
2013/06/25 

日本公認会計士協会 
経済産業省 
経済産業省 
経済産業省 
経済産業省 
経済産業省 

中小企業円滑化法出口対応研修会 
認定支援機関研修 
認定支援機関研修 
認定支援機関研修 
認定支援機関向け施策等説明会 
経営革新等支援機関研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

出版委員会 専門研究員、業種別研究部会 信用金庫部会 部会長、 
業種別委員会 信用金庫等専門部会 専門部会長、 
業種別委員会 信金共同事務センター専門部会 専門部会長、 
監査と検査に関する調査検討プロジェクトチーム 構成員 

 
中澤 仁之 

種別 公認会計士 名称 中澤 仁之 店舗名 中澤公認会計士事務所 
所在地 埼玉県深谷市稲荷町 2丁目 4番 38号 電話番号 048-574-9360 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/04/10 
2013/06/11 
2013/11/13 

東京会 
東京会 
東京会 

中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
福島 清徳☆ 
種別 公認会計士 名称 福島清徳 店舗名 福島公認会計士事務所 
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所在地 埼玉県さいたま市緑区原山 1丁目 28番地 22
号 

電話番号 048-711-7718 

得意業種 建設業、製造業、サービス業 
業務歴 会計指導、税務申告書作成相談業務、会社設立支援業務、社会保険業務代行業務など 

関与経験企業数約 80社 
自己 PR 監査・税務業務と並行して、大手資格予備校にて、会計士受験指導を長年行っておりま

す。複雑な会計・税務について、分り易く説明し、会社経営者の良きアドバイザーとし

て、経営全般に渡るコンサルティングを行います。 
受講した 
研修 

2016/5/10 
2016/5/22 
2017/1/27 

関東信越税理士会 
関東信越税理士会 
東京会 

経営革新等支援機関～その使命と実務～ 
認定経営革新等支援機関向けの研修 
事業承継支援の今後のあり方について 

協会役員歴 （本部 or地域会＋役職名） 
協会委員歴 
（本部のみ） 

（委員会＋役職名） 

 
村田 克也 

種別 公認会計士、税理士 名称 村田 克也 店舗名 村田克也公認会計士事務所 
所在地 埼玉県熊谷市戸出 262番地 3 電話番号 048-501-5001 
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 
（本部のみ） 

 

 
 
 
 
吉田 宏 
種別 公認会計士 名称 吉田 宏 店舗名 公認会計士吉田 宏事務所 
所在地 埼玉県さいたま市大宮区宮町 1 丁目 93 番地  

エンゼルビル 2階 
電話番号 048-641-1125 

得意業種 不動産業 サービス業（社会福祉法人） その他の法人（学校法人、宗教法人、医療法

人） 



‐113‐ 

 

業務歴 サービス提供内容：決算書の作成、税務申告書の作成、経営分析、税務調査の立会、監

査業務の実施。 
経験企業数：約２００社 
その企業規模（売上高）３千万円から６０億円程度まで 

自己 PR 利用者にとって留意すべき点は、最終的に金融機関が納得する了解が得られる対応策を

策定しているかどうかにあります。従って認定支援機関としては、そのための検討と対

策を誠実に集中して実行すべく支援して行きたいと考えております。 
受講した 
研修 

2013/08/01 
 
2013/10/11 
 
2013/12/03 
 
2014/01/21 
 
 
 
 
 
 
2014/04/09 

財務省関東財務局 
 
㈱エッサム 
 
関東信越税理士会埼

玉県支部連合会 
関東経済産業局中小

企業課 
 
 
 
 
 
関東信越税理士協同

組合連合会 

中小企業経営力強化支援法に基づく経営革新等

支援機関の認定申請について 
税理士が「経営革新等支援機関」として果たす役

割と具体的なアクションとは 
金融機関と経営者が納得する経営改善計画の作

り方 
平成２５年度第２回特別研修会 
１部「経営革新等支援機関が活用できる中小企業 
・小規模企業者支援施策」「経営支援と一体とな

った融資制度のご案内」「経営革新等支援機関が

活用できる中小企業・小規模企業者支援施策」「認

定支援機関による補助金制度の活用方法につい

て」 
中小企業金融に対する金融機関の実情と認定支

援機関の新たな動き 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
三根 健一 
種別 税理士 名称 三根 健一 店舗名 三根会計事務所 
所在地 埼玉県草加市氷川町 653番地 電話番号 048-928-4360 
得意業種 経営計画の作成 資金繰り計画表の作成  
業務歴 経営計画の作成、資金繰り計画表の作成などの税務顧問関与先に対して提供。 
自己 PR 税理士業務を主として行っているので、中小・零細企業向けである。 
受講した 
研修 

 中小機構 
 

基礎編 
実践力向上編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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吉川 嵩悠 
種別 公認会計士 名称 吉川 嵩悠 店舗名 よしかわ監査会計事務所 
所在地 埼玉県川口市元郷 1-2-23-108 電話番号 090-2628-5855 
得意業種 サービス業、小売業 
業務歴 会計監査、内部統制コンサル等 
自己 PR ウェブページをご参照ください。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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◆神奈川県会（神奈川県） 
石田 正 
種別 公認会計士 名称 石田 正 店舗名 石田公認会計士事務所 
所在地 神奈川県川崎市麻生区上麻生 2丁目 11番 19

号 
電話番号 044-953-5060 

得意業種  
業務歴 任意監査業務、アドバイザリー、５社 1億円未満 
自己 PR 実務経験に即したきめの細かいサービス 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
伊藤 暢朗 
種別 公認会計士、税理士 名称 伊藤 暢朗 店舗名 伊藤暢朗公認会計士事務所 
所在地 神奈川県横浜市中区本町 3 丁目 30番地 横

浜平和ビル 9階 
電話番号 045-661-1510 

得意業種 製造業 不動産賃貸管理業 その他の法人（社会福祉法人、学校法人、公益法人） 
業務歴 月次・年次決算、税務申告の相談助言 

予算制度、原価計算制度の相談助言 
資金調達の相談助言 
新規顧客、販路開拓の相談助言 
年間  １０社から２５社 

自己 PR 実現可能な経営計画を経営者と共に作成して、その実行を支援します。 
経営計画の進展のために、予算管理や原価管理等の管理会計の質的向上を図ります。 
中小企業の健全な発展を図るために、「内部統制」の整備、充実を支援します。 
中小企業とその経営者双方にとって、コンプライアンスに基づいた最も有利な節税対策

を提案します。 
弁護士、不動産鑑定士等の他士業とのネットワークを活用して、経営革新全般を支援し

ます。 
受講した 
研修 

2013/09/10 東京会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会実務編 

協会役員歴 東京会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 
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伊藤 史哉 
種別 公認会計士 名称 伊藤 史哉 店舗名 アクア会計事務所 
所在地 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2丁目 9番 7

号 グローリア初穂横浜 109 
電話番号 045-548-3700 

得意業種 株式上場支援 経営参謀サービス 事業承継支援 
業務歴 税務会計、株式上場支援、経営参謀サービス、会計監査、内部監査、事業承継支援 

上場企業から小規模企業まで 
自己 PR 百年企業づくりのための事業活動を推進しております。 

事業成長のための株式上場（IPO)や、経営者を強力にバックアップする経営参謀・CFO
サービス、企業継続のための事業承継支援などを行っております。 

受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
畝井 俊樹  
種別 公認会計士 名称 畝井 俊樹  店舗名 畝井公認会計士事務所 
所在地 川崎市麻生区白山４－１－２－４２０ 電話番号 044-987-4353 
得意業種 製造業、小売業、サービス業 
業務歴 中堅・中小企業に対する株式公開支援（計画策定支援、規定等整備、決算書作成支援、

連結業務支援等）業務（約 15年） 
自己 PR 予備調査の手法で会社の現状を把握し、あるべき状況を会社の規模等を考量のうえ改善

策を検討します。再生や補助金申請だけでなく会社の再生後、補助金交付後など会社の

おかれた状況から次のステップへ進むための支援を行います。会社の規模に係らず将来

の発展に結び付く支援を行います。 
受講した 
研修 

平成 25年 3月 14日 
平成 25年 3月 18日 
 

平成 25年 3月 18日 

平成 25年４月 11日 
平成 26年 6月 11日 

日本公認会計士

協会（本部） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

企業の海外進出に当たって公認会計士が知っておくべ

き知財の知識 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計士

の役割について ～経営革新等支援機関として公認会

計士が行う中小企業支援スキームの具体的内容～ 

中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 

 

企業再生の税務 

 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 ～具体的

な事例を用いて、経営改善計画策定のポイントを解説～ 
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平成 25年 4月 10日 

平成 25年 6月 11日 

 

平成 25年 9月 10日 

平成 25年 11月 13日 

 

日本公認会計士

協会（東京会） 
中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 

 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

－中小企業の再生・経営改善支援のために公認会計士と

して理解しておくこと－ 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 

－再生計画または経営改善計画とは？ その策定方法

等－ 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解しておくべ

き事業の知見－ 
協会役員歴 日本公認会計士協会神奈川県会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

実務補修所運営委員、非営利法人委員会委員、独立行政法人専門部会委員、 
独立行政法人監査専門部会 

 
太田 眞晴 
種別 公認会計士 名称 太田 眞晴 店舗名 太田公認会計士事務所 
所在地 神奈川県横浜市中区住吉町 4 丁目 45 番地 1  

横浜新関内ビル 
電話番号 045-640-1055 

得意業種 金融商品の助言・代理業 財団法人等 海外との輸出入をする会社 
業務歴 民事再生法事件の申立側代理人補助者、監督員補助者 

和議申立会社の調査 
神奈川県再生支援協議会における財務デューデリ業務 

自己 PR 経営者の感覚が会社の実態と一致しないと経営の改善はできない。 
受講した 
研修 

2013/07/23 
2014/03/19 
 
 
2014/03/13 

中小機構 
神奈川県会 
 
 
神奈川県中小

企業診断協会 

経営改善計画等策定演習 
経営２０改善計画等策定支援事業に関する研修会 
－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解しておくべ

き事業の知見－   
業務デューデリの事例研修 

協会役員歴 神奈川県会副会長 
協会委員歴 
（本部のみ） 

非営利法人委員会 委員                   
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蒲池 孝一 

 
熊谷 輝美 
種別 公認会計士 名称 熊谷 輝美 店舗名 熊谷公認会計士事務所 
所在地 小田原市飯田岡２６１－２２ 電話番号 0465-36-1133 
得意業種 製造業、小売業、卸売業、運輸業、ITサービス業 
業務歴 東京都中小企業振興公社の登録専門家として、事業再生支援中。 
自己 PR すべては関与先のために！ 
受講した 
研修 

2013/01/14 
2013/11/13 
 

中小機構 
東京会 
 

中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修） 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 

種別 公認会計士 名称 蒲池 孝一 店舗名 蒲池孝一事務所 

所在地 横浜市西区みなとみらい4-7-1-1513 電話番号 045-227-7902 

070-5556-0333 

得意業種 製造業、情報システム、流通業 

業務歴 鉄鋼業・産業機械製造業・情報システム事業・教育研修事業の経営管理実績３０年 

公認会計士として独立後、法定監査・内部統制監査・IT レビュー等に従事した経験１５

年。 

東京都の中小企業事業の経営相談、事業承継・再生に関する委員会等での指導実績１５

年。 

自己PR 大企業から中小企業まで経営管理・事業再生の経験多数。 

経営管理部門の業務改善（簡素化）、営業マンの営業能力開発（結果的に営業力強化）の

他に、コンピュータシステム身の丈にあったやり方で採用することによって、月次決算

の短縮化などの業務改善を一挙に実現することを得意としている。 

受講した 

研修 

平成２５年７月２３日 

平成２５年８月２１日 

平成２５年１０月８日 

平成２５年１１月３０日 

平成２５年１１月３０日 

公認会計士協会本部 

中小機構  

中小機構  

公認会計士協会東京会 

公認会計士協会東京会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

計画策定後のフォローアップ研修 

個別分野コース；経営改善等計画策定演習 

集中ゼミ；公認会計士と事業再生」 

集中ゼミ；事業再生計画、経営改善計画、及び

知的資産報告の活用 

協会役員歴 兵庫会経理部長 

協会委員歴 

（本部のみ） 

コンピュータ委員会委員 
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竹内 直樹 
種別 公認会計士 名称 竹内 直樹 店舗名 竹内直樹公認会計士事務所 
所在地 神奈川県横浜市泉区緑園3丁目17番地1 子

易が丘ハイツ A201 
電話番号 045-438-9757 

得意業種 医療機関 製造業 建設業 
業務歴 ●地域密着型の金融機関と連携を取り、経営改善計画策定を支援し、創業補助金、もの

づくり補助金の申請サポートを実施しております。 
●雇用助成金の申請サポートも実施しております。 
●年間 40社程度の中小企業の財務サポートを展開しております。（クライアント売上高 1
億～10億程度） 
●医療機関（クリニック、医療法人、検体検査機関等）の経営サポートを実施しており

ます。 
●私立幼稚園 10法人程度に幼稚園制度改革について説明及びサポートしております。 

自己 PR 地域密着型の金融機関と連携を取り 
経営改善計画策定を支援し、創業補助金、ものづくり補助金の申請サポートを実施して

おります。 
また雇用助成金の申請サポートも実施しております。 
年間 40社程度の中小企業の財務サポートを展開しております。 
医療機関（クリニック、医療法人、検体検査機関等）の経営サポートを実施しておりま

す。 
受講した 
研修 

2014/3/ 
 
 
2013/09/10 

神奈川県中小企業団

体中央会 
 
東京会 

ものづくり補助金（平成２５年度補正中小企業・小

規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業） 
の公募説明会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会実務編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
月岡 義和 
種別 公認会計士、税理士 名称 月岡 義和 店舗名 月岡公認会計士事務所 
所在地 神奈川県横浜市青葉区すすき野 2丁目 5番地 

すすき野第 2団地 13-505 
電話番号 045-903-3946 

得意業種 食料品製造業 卸売業 サービス業 
業務歴 １）資金繰り  

２社 二社とも売上は１５億程度 
２）内部統制組織の形成のための指導及びアドバイス 
以下１）と同じ 
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自己 PR クライアントの欠点をスクエアーな立場で把握して、その処方箋を提示したりクライア

ントの担当者とディスカッションしたりします。処方箋の作成には単一方向（例えば税

務的あるいは会計的な見方だけではなく多岐にわたった環境を考慮するようにしていま

す） 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
土屋 崇之 
種別 公認会計士・税理

士 
名称 土屋 崇之 店舗名 ティーアンドティー会計事務

所 
所在地 神奈川県平塚市富士見町 8-25 電話番号 0463-38-0031 
得意業種 創業支援、英文会計、特殊（社会福祉、NPO、医療）法人会計 
業務歴 個人の創業開業・法人の設立支援を年間 20社ベースで行っている。 

NPO法人の認証から設立、設立後の会計や開示資料作成等を手がけている（医療法人、
社会福祉法人関しても同様）、年間数社。 
外資の国内子会社、国内支店の会計、税務並びに本国の会計基準への変換および本国コ

ントローラへの月次報告、決算説明など。外国人の確定申告や付随業務などを実施。 
 
2014年 神奈川県、県立障害福祉関係施設指定管理者評価委員 
 

自己 PR 創業補助金、ものづくり補助金など申請を手掛ける際、会社設立や届出は実費費用のみ

で、その後の会計税務の顧問契約で対応している。対面を希望するお客様から、メール

や電話の必要最低限を希望するお客様まで様々なニーズに応え価格帯を揃える。 
監査法人勤務の際には、金融機関会計や融資の自己査定に従事していたため、対金融機

関との折衝に長けている。 
また、会計税務の他に給与計算についても対応。現在は県や市の依頼で指定管理者の評

価委員、民間委託に対する経営状況の診断等も行う。 
当事務所はお客様満足を重視としたサービス業と捉え、知恵と若さとフットワークの軽

さで変化の激しい時代における事業主のサポートをしてゆきたい。 
受講した 
研修 

2013/9/10 
2013/7/18,19 

中小機構 
中小機構 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【実践力向上

編】 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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中家 華江 
種別 公認会計士 名称 中家 華江 店舗名 公認会計士・税理士 中家会

計事務所 
所在地 神奈川県横浜市中区海岸通 4-23マリンビル

9階 
電話番号 045-319-4620 

得意業種 製造業、小売業、サービス業 
業務歴 中小企業向けセミナーの実施 財務健全化コンサルティング 資金繰表・財務諸表作成

支援 経営課題の把握 経営改善計画作成コンサルティング 
自己 PR 上場企業から中小企業までの会計実務に携わってきた経験から、決算書の各種分析や

財務・税務のアドバイス、企業の成長に応じた事業戦略、円滑な資金調達を図るための

「中小企業の会計に関する基本要領」及び「中小企業の会計に関する指針」に準拠した

決算書作成を支援いたします。 
 また、経営者保証に依存しない、企業の各ライフステージに応じた資金調達等のため、

「経営者保証に関するガイドライン」及び「経営者保証に関するガイドライン Q＆A」
の積極的な活用をしております。 
税理士、弁護士や経営コンサルタント等と協働して実務にあたってきた経験から、多

角的な視点に対応できるよう研鑽に務めております。ぜひお気軽にご相談ください。 
受講した 
研修 

2013/06/11 
2013/09/24 
 
2014/04/11 
 
2014/05/21 
 
2014/06/11 
 
2014/09/04 
 

東京会 
東京地方税理

士会 
中小機構 
 
東京会 
 
東京会 
 
日本公認会計

士協会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営革新等支援機関としての実践的な研修会 
 
＜経営者保証に関するガイドライン＞専門家登録向け

説明会 
公認会計士による中小企業の経営支援への関わり方（創

業支援・経営者保証ガイドライン） 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会（認定支援機

関の役割、経営課題の把握、アクションプランの策定等） 
公認会計士による中小企業支援の取り組みと今後の展

望 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

経営研究調査会 財産評定専門部会 専門委員 
広報委員会 専門研究員  

 
鳥山 芳夫 
種別 公認会計士、税理士 名称 鳥山 芳夫 店舗名 鳥山公認会計士・税理士事務所 
所在地 神奈川県横浜市旭区二俣川 1丁目 5番地 31 

和田ビル 2階 
電話番号 045-360-8844 

得意業種 製造業 建設業 卸売業 
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業務歴 １０億円以下の売上高の中小企業を中心に、会計税務・社会保険労務その他の経営に関

する一切の相談。時には経営者を中心とした個人の年金、相続税などの個人に関する相

談まで、総合的なサービスを提供。 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
成田 博隆 
種別 公認会計士 名称 成田 博隆 店舗名 成田公認会計士事務所 
所在地 神奈川県藤沢市藤沢 1061 番地の 3 望月ビ

ル 2階 
電話番号 0466-23-2941 

得意業種  
業務歴 民事再生計画の作成支援 建設業 １社 売上高１０億円 

金融円滑化法の終了に向けた経営改善計画の作成 建設業  １社 ６億円 
自己 PR 私は過去３０年以上に渡って神奈川県中小企業団体中央会の行う事業に対する支援を中

心に業務を行って参りました。高度化資金導入によって設立する工業団地、商店街協同

組合、各種事業協同組合、企業組合、振興組合等の立ち上げから会計及び税務の支援、

活性化策の提言、経営改善の指導等の経験が豊富であります。対象は組合等に限らず、

組合員企業についても指導、助言等を行っております。主として中小企業でありますが、

業種としては多岐にわたっております。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
長谷川 敬一 
種別 公認会計士 名称 長谷川 敬一 店舗名 長谷川公認会計士事務所 
所在地 神奈川県横浜市中区翁町2丁目7番地10 関

内フレックスビル 806号室 
電話番号 045-651-6851 

得意業種 製造業全般 サービス業全般  
業務歴 監査法人在籍中にアドバイザリー業務の一環として、公開準備会社、上場企業子会社、

県内中小企業への行政による支援サービス提供対象企業、等に対して、経営管理、会計、

ITシステム、内部統制、等についてアドバイスを提供した。約 30年間、300社内外、各
社売上規模は 100億円以下の企業が中心。 
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自己 PR 長年に亘って全社的な経営管理面において、戦略要素、業務効率、法令遵守、社内社外

報告システム、資産保全、等の視点から、現状のリスクを識別し、評価し、対応策を提

示することを行ってきた。個別の経営管理課題についても解決策を提示できると思う。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
服部 和生 
種別 公認会計士 名称 服部 和生 店舗名 公認会計士服部和生事務所 
所在地 神奈川県横浜市青葉区美しが丘 3丁目 1番地

18 
電話番号 045-902-7025 

得意業種 業種による得て不得手はありません 技術者を含むＮＰＯと連携できるので、製造業は

かなり深度のある支援ができます。  
業務歴 ○介護関係の器具製造販売会社 １社 

商品開発に係わる補助金利用支援（進行中） 
商品販売支援（進行中） 
○券売機販売会社 １社 
新商品開発に係わる補助金利用支援（進行中） 
次世代経営者教育（進行中） 

自己 PR 経営支援を目的にしたＮＰＯを主宰しています。このＮＰＯには公認会計士の他に、中

小企業診断士、ＩＴコーディネータ、ＩＳＯ審査委員、技術士、５Ｓ指導者などがおり、

製造業の経営支援には特別の強みを持っています。 
受講した 
研修 

2013/03/18 
2013/03/18 
 
2013/03/18 
2013/04/10 
2013/06/11 
2013/07/23 
2013/09/10 
2013/12/10 
 
2014/02/07 
 
2014/02/07 

日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 
 
日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 
神奈川県中小企業再

生支援協議会 
神奈川県中小企業再

生支援協議会 
神奈川県中小企業再

生支援協議会 

中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計

士の役割について 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修の紹介 
中小企業金融円滑化法出口対応に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
中小企業経営改善計画策定支援事業等に係わる説明

会 
経営者保証に関するガイドライン 
 
経営革新等支援機関による補助金制度の活用支援に

ついて 
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協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

総務委員会 副委員長、総務委員会 委員                 

 
松尾 繁樹 
種別 公認会計士 名称 松尾 繁樹 店舗名 松尾繁樹公認会計士事務所 
所在地 神奈川県横浜市旭区本村町 101番 11号 和田

ビル 2階 
電話番号 045-363-5105 

得意業種  
業務歴 一般的な記帳代行、税務顧問業務の他、企業のキャッシュ・フローの実績管理と予測を定

期的に実施し企業の資金繰りに資する業務と金融機関対応（資金調達支援及びモニタリン

グ対策支援）業務、会計数値に基づく月次経営会議の実践支援と財務コンサルティングを

行っています。企業規模は年商１千万円～１５億円、顧問先法人１００社個人８０件程度。 
自己 PR 事業資金管理サポートに力をいれています。長期、短期の資金繰り実績予測管理で、事業

資金に関する悩みを解決します。潤沢な事業資金により、経営者様が事業に専念出来るよ

うになります。当業務に基づく金融機関への情報開示により、金融機関からの信頼を勝ち

得ます。その他、会計数値に基づく月次経営会議の実践支援もおこなっています。成り行

き経営から計画経営への移行を可能とします。 
受講した 
研修 

2013/7/18,19 
2013/07/24 
 
2013/07/23 
 
2012/09/25 
 
2014/02/3～4 
 
2012/10/27,28 
2014/02/25 
 
2014/03/25 

中小機構 
中小機構 
 
中小機構 
 
東京地方税理

士会 
中小機構 
 
中小機構 
銀行融資プラ

ンナー協会 
同上 

認定支援機関向け経営改善事業再生研修 実践力向上編 
認定支援機関向け経営改善事業再生研修 個別分野計画

策定後のフォローアップ等 
認定支援機関向け経営改善事業再生研修 経営改善等計

画策定演習 
中小企業経営力強化支援法について 
 
認定支援機関向け経営改善事業再生研修 トップライン

向上編 
中小企業経営改善計画策定支援研修（実践研修） 
金融機関対応力習得研究会 東京第１回 
 
金融機関対応力習得研究会 東京第２回 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
望月 史郎 
種別 公認会計士、税理士 名称 望月 史郎 店舗名 望月史郎公認会計士事務所 
所在地 神奈川県相模原市南区相模大野 3 丁目 1 番

2-1006号 
電話番号 090-4051-1385 
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得意業種 サービス業 機械工業 食料品製造業 
業務歴 "出口戦略なくして成功なし"をモットーに、中小企業へ経営指導を行っています。 

終わり良ければ全て良しではありませんが、”最後”、”結果”に成果、成功が求められる

のは当然です。その実現のために、限られた経営資源をどのように使っていくのかを考

え、実行に移していく必要があります。 
そのなかで、見落としがちなのは”出口”です。経営者とともに”出口”を明確にして

いくことが、何よりも大事にすべきことです。弊事務所では、経営者にビジネスパート

ナーとして認めていただけるサービス内容をオーダーメイドで提供いたします。 
自己 PR 一緒にビジネスを考えてくれるビジネス・パートナーを探しているのではないでしょう

か？ 
ご自分と同じレベル又はそれ以上の議論を、旧友と語るように多面的に深く議論を繰り

広げ、あらゆる可能性を考慮して、真摯に自分のように考えてくれる。 
優秀であること、オリジナリティがあることそれぞれ重要ですが、何より”誠実性”が

大事であると私は考えています。 
”誠実な対応”こそが弊事務所のアピールポイントです。 

受講した 
研修 

2014/03/05 
2013/09/10 
2013/11/13 

関東経済産業局 
東京会 
東京会 

中小企業・小規模事業者支援施策説明会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
竹森 順一 
種別 税理士 名称 竹森 順一 店舗名 竹森会計事務所 
所在地 神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町 1157 番地 5 

BUILDING401 
電話番号 045-972-8510 

得意業種 情報サービス業 建設・不動産業 公益法人 
業務歴 創業支援、事業計画作成支援、公益認定支援 
自己 PR 創業期の会社から社歴の長い会社まで、ニーズに合ったサービスをご提供いたします。 
受講した 
研修 

2013/07/23 
2013/06/03 
2013/06/03 
 
2013/05/27 

東京会 
神奈川県会 
神奈川県会 
 
東京地方税理士会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
中小企業経営力強化支援法について 
金融円滑化法期限到来にあたって講ずる総合的な

対策等について 
中小企業経営力強化支援法研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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◆東海会（愛知県、静岡県、岐阜県、三重県） 

浅井 清史 
種別 公認会計士 名称 浅井 清史 店舗名 浅井公認会計士事務所 
所在地 愛知県一宮市萩原町花井方字郷中 953番地 1 電話番号 0586-68-1181 
得意業種 建設業 サービス業 宗教法人 
業務歴 1.サービス提供内容 

  私的整理のための経営改善計画 
2.経験企業数 
  １社 
3.企業規模(売上高) 
  5,000万円 

自己 PR 経営改善計画の策定を得意としています。 
（ただし、すべての企業が経営改善できるとは限りません。） 
なお、債務整理の必要があれば、弁護士とタイアップして私的整理または民事再生を進

めることも可能です。 
受講した 
研修 

2013/07/18 中小機構 「中小企業経営改善計画策定支援研修」（実践研修） 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
岩瀬 正和 
種別 公認会計士 名称 岩瀬 正和 店舗名 岩瀬正和 
所在地 愛知県蒲郡市港町 18番 33号 花豊2階 電話番号 0533-65-9111 
得意業種 製造業 卸売業・小売業 サービス業 
業務歴 認定支援機関としては、経営改善支援センターを利用した経営改善計画策定支援、もの

づくり補助金申請支援。 
他には中小企業の法人税・消費税・所得税申告を中心に税務・会計・監査（監査役・監

事）を業務支援している。 
自己 PR  
受講した 
研修 

 きんざい（中

小企業基盤整

備機構） 
ＴＫＣ税理士

会 
税 務 研 究 会

（税務通信） 

経営改善計画策定：基礎編、実践力向上編、個別分野（策

定演習・フォローアップ） 
消費税価格転嫁法について 
税務 
税務 
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協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
佐藤 信一 
種別 公認会計士、税理士 名称 佐藤 信一 店舗名 佐藤信一公認会計士・税理士

事務所 
所在地 静岡県浜松市中区富塚町 3876番地の 133 電話番号 053-555-8062 
得意業種 建設業 製造業 機械工業 小売業 
業務歴 経営改善計画策定支援事業（実施中） 
自己 PR 得意とする分野は、創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、BCP作成支援、金

融・財務です。 
経営者の立場に立った助言等を行うことをモットーとしています。 
よろしくお願い致します。 

受講した 
研修 

2013/01/12 中小機構 実践力向上編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
嶋崎 吉弘 
種別 公認会計士 名称 嶋崎 吉弘 店舗名 嶋崎吉弘 
所在地 岐阜県岐阜市六条南 3丁目 13番 4号 電話番号 058-277-5666 
得意業種 機械工業 建設業 卸売業 
業務歴 認定支援機関としては有りません。 
自己 PR 公認会計士として 30年以上の経験があり、幾多の企業に経営アドバイザーとして携わっ

てきました。 
受講した 
研修 

2014/02/03 
 
2014/03/24 

東海会 
 
東海会 

「経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説」について 
金融円滑化法終了 1 年後の再生支援に関する再生支援に関する
最新状況と再生支援業務のプロセスの中で公認会計士が関わっ

ていく際のポイントについて 
協会役員歴 東海会監事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

業種別委員会 委員  
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白井 琢也 
種別 公認会計士 名称 白井 琢也 店舗名 白井琢也公認会計士事務所 
所在地 愛知県豊橋市向山大池町 12番地の 9 電話番号 0532-57-2630 
得意業種 製造業 運輸通信公益事業 その他の法人 
業務歴 会計指導、税務申告書作成支援、会社設立支援、社会保険業務代行など 

経験企業数 数十社  
企業規模 売上高 50億未満の中小企業 

自己 PR いい会社を創るコンサルティングをコンセプトに、中小、中堅企業を対象とした、経営

コンサルティングを行っています。公認会計士としての経験を活かし、会計、税務とい

った公認会計士の得意分野だけでなく、経営という観点から、主に中小、中堅企業を対

象とし、経営改善、経営指導等を行います。日本経済の再興は、中小企業が鍵を握って

おります。人的、物的資源の乏しいこのような中小企業が、イノベーションを起こし、

明日のリーディングカンパニーとなるために、会社経営者の良きアドバイザーとして、

経営全般に関わるコンサルティングを行います。 
受講した 
研修 

2014/01/10 中小機構 個別分野コース：トップライン向上支援編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
鈴木 大介 
種別 公認会計士 名称 鈴木 大介 店舗名 鈴木大介公認会計士事務所 
所在地 愛知県一宮市浅井町大日比野 2323番地の 4 電話番号 090-5637-8045 
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 

（本部のみ） 
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高橋 英明 
種別 公認会計士 名称 高橋 英明 店舗名 高橋公認会計士事務所 
所在地 愛知県名古屋市中川区尾頭橋 3 丁目 9 番 21

号  ファインコート 601号 
電話番号 052-228-9099 

得意業種 製造業 サービス業 小売業 
業務歴 創業支援、事業計画作成支援、創業補助金申請支援、財務コンサルティング、事業承継、

原価計算の導入支援、融資の紹介等 
自己 PR これから起業して自分の夢をかなえたいと考えている人は、ご連絡ください。やる気の

ある人を応援し、成功してもらうことが自分の使命であると思っています。豊富な実績

と経験、ネットワークを駆使して全力で起業のサポートをします。 
受講した研修 2013/01/30 

2013/10/04 
中小機構 
中小機構 

経営改善・事業再生研修 
消費税転嫁対策に関する「講師養成研修会」 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
田島 攝規 
種別 公認会計士 名称 田島 攝規 店舗名 ひかり法律会計事務所 
所在地 静岡県静岡市葵区鷹匠 1丁目 14番 12-1102号 電話番号 054-275-5037 
得意業種  
業務歴 創業支援、事業計画作成支援、事業承継、M&A、金融・財務、財務デューデリジェンス、

企業価値評価 
自己 PR ひかり法律会計事務所に窓口を設置し、同事務所所属の弁護士らと共同することにより

創業支援、事業計画作成支援、事業承継、Ｍ＆Ａ・企業再生における財務調査、企業価

値評価といった領域の相談内容を取り扱うことができます。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
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寺島 真吾 
種別 公認会計士、税理士 名称 寺島 真吾 店舗名 寺島会計事務所 
所在地 静岡県駿東郡長泉町下土狩 20 番地の 3 山

光ビル A棟 501号 
電話番号 055-941-8602 

得意業種 サービス業 料理飲食旅館業 製造業 
業務歴 会計、税務業務はもちろんのこと、中小企業の経営戦略策定とその支援に軸足を置いて

活動しています。 
自己 PR 当事務所は、売上アップを含めた経営戦略策定とその運用サポートに自信があります。 

会計、税務だけでなく、経営戦略やマーケティング等に関するセミナーの実施、経営コ

ンサルティング業務の経験が豊富であり、それぞれの顧問先企業様の状況に応じた経営

戦略策定支援とその運用サポートを得意としています。 
私たちは経営者の皆様が企業体質を強化し、従業員がいきいきと働く強い会社を作り上

げていくのを本気で、親身になって支援していくことを中核に据えて活動しています。

そのためには地に足の着いた経営理念、ビジョン、経営戦略が必要であり、その全てが

【ブレない一貫した軸】を中心に回っていくことが不可欠です。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
西岡 朋晃 
種別 公認会計士、税理士 名称 西岡 朋晃 店舗名 西岡公認会計士事務所 
所在地 三重県四日市市坂部が丘 1丁目 1667番地 17 電話番号 0593-32-1967 
得意業種 建設業 料理飲食旅館業 小売業 
業務歴 経営改善計画策定・経営改善・事業再生・事業承継・会社設立・起業創業・資金調達・

税務会計など中小企業の経営に関する総合的なサポートができる会計事務所としてサー

ビス提供を行っております。特に最近１０年間は、経営改善・事業再生に強みを見出し、

業務経験を重ねております。現在までに、約１００社程度の経営改善・事業再生のサポ

ートを実施してきております。また、私が関与する監査法人・コンサル会社・各種専門

家・専門家団体とのネットワークを充実させており、売上１億円以下の規模の小規模零

細企業から売上 100億円規模の中堅・大企 



‐131‐ 

 

自己 PR 経営改善計画策定・創業補助金・中小企業販売力強化支援モデル事業など複数の補助金

の支援を実施し採択された実績があります。 
「信頼と親しみ、そして、満足を！」「中小企業の発展と経営革新をサポートいたしま

す！」をモットーに業務を行っております。 
 クライアント様とのコミュニケーションを大切にし、ニーズを的確にとらえ、親切で、

丁寧なサポートを実施し、高い満足を実現して頂いていると自負しております。 
 新たな事業展開や経営改善、資金繰りなど経営に関するお悩みやご相談は、まずは電

話やメールでお気軽にお問合せくだ 
受講した 

研修 
2013/07/26 
2013/08/12 
2013/08/21 
2013/11/11 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

実践力向上編 
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 
基礎編 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
松島 達也 
種別 公認会計士、税理士 名称 松島 達也 店舗名 松島達也公認会計士事務所 
所在地 静岡県浜松市中区野口町 430番地の 2 電話番号 053-460-7637 
得意業種 製造業 学校法人 サービス業 
業務歴 決算業務支援や経営改善指導、原価管理などを中心に３社に対して指導を行ってきまし

た。企業規模としては１億円から２０億円程度となっています。 
自己 PR 実務家として２５年、監査を始め税務、コンサルティングの経験を生かした支援ができ

ればと思います。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
皆見 幸 

種別 公認会計士 名称 皆見 幸 店舗名 皆見 幸 
所在地 愛知県蒲郡市元町 10番 3号 電話番号 0533-56-9270 
得意業種 製造業 建設業 金融保険業 
業務歴 公認会計士、税理士として、長年の実務経験を通して、さまざまな業種、業態および規

模の会社を総合的に支援してまいりました。 
（事業計画作成支援、資金計画作成支援、財務分析、M＆A、組織再編,財務デューデリジ
ェンス、企業評価、経営改善アドバイザリー、月次決算体制構築、管理会計（原価計算）

制度構築、連結会計制度構築、財務書類・申告書作成など） 
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自己 PR 公認会計士、税理士として、ご縁を大切にし、長年の実務経験を活かして、さまざまな

業種、業態、規模の会社を総合的に支援してまいります。 
（創業支援、事業計画作成支援、資金計画作成支援、事業承継、財務分析、M＆A、組織
再編,財務デューデリジェンス、企業評価、経営改善アドバイザリー、企業再生、月次決
算体制構築、管理会計（原価計算）制度構築、連結会計制度構築、財務書類・申告書作

成など） 
特に、財務省に出向し金融証券検査官として勤務した経験もあり、金融機関の自己査定

も意識したより適切な経営改善計画の作成およびそのフォローアップを通して、各会社

に適した経営改善をアドバイスすることができます。 
受講した 
研修 

2014/02/06 
 
2014/02/06 

中小機構 
 
日本政策金融公庫 

認定支援機関の常識！中小企業施策と補助金申請の

ポイント 
日本公庫の「経営支援型融資制度」と補助金申請手続

への協力 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
吉村 峰仙 
種別 公認会計士 名称 吉村 峰仙 店舗名 吉村峰仙公認会計士事務所 
所在地 静岡県静岡市葵区大岩 2丁目 43番 12号 メ

ゾン i＆i 101 
電話番号 054-294-7690 

得意業種  
業務歴 一般事業会社勤務の後、公認会計士として、上場企業の法定監査や中小企業の任意監査、

ＩＰＯ、業務改善など大手監査法人での経験をしてきました。 
独立後は、公認会計士業務に加えて、税務申告や税務代理業務、事業承継や事業再生、経

営計画作成支援など、会計・税務を中心として中小企業の課題解決のお手伝いをしており

ます。 
自己 PR 中小企業の課題解決のために静岡県を中心に活動している公認会計士・税理士をしており

ます、吉村 峰仙です。 
事業承継や、経営改善、事業再生などご要望がありましたらお問い合わせいただければと

思います。 
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受講した 
研修 

2013/7/8-9 
2013/10/10-11 
2013/10/15 
2013/10/16 
2013/6/13-14 
2013/6/20-21 
2013/08/19 
2013/03/18 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
株式会社ストライク 
株式会社ストライク 
日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 

基礎編 
実践力向上編 
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 
Ｍ＆Ａスペシャリスト 
Ｍ＆Ａスペシャリスト 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会

計士の役割について ～経営革新等支援機関とし
て公認会計士が行う中小企業支援スキームの具体

的内容～ 
協会役員歴  
協会委員歴  
 
石田 昌宏 
種別 税理士 名称 石田 昌宏 店舗名 石田 昌宏 
所在地 愛知県名古屋市中村区則武 1丁目 10番 6号 電話番号 052-454-3250 
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  
 
磯部 徹 
種別 税理士 名称 磯部 徹 店舗名 磯部 徹 
所在地 愛知県名古屋市中区金山 2丁目 8番 4号 

エスポア金山 1105号 
電話番号 052-323-1230 

得意業種 料理飲食旅館：飲食店 小売業：機械器具小売業 建設業：設備工事業 
業務歴 売上高６億円の設備工事業の事業計画作成、売上高２億円の飲食店の事業計画作成、 
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/07/17 
 
 
2013/06/24 
2012/11/27 
2013/08/01 

東海会 
 
 
名古屋税理士会 
東海会 
名古屋税理士会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会－中小企業の

再生・経営改善支援のために公認会計士として理解して

おくこと 
経営計画策定研修 
円滑化法ＥＸＩＴ戦略と愛知県の事業再生の現状 
事業再生の活用と税務 
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協会役員歴  
協会委員歴  
 
後藤 俊朗 
種別 税理士 名称 後藤 俊朗 店舗名 後藤会計事務所 
所在地 愛知県名古屋市港区川間町 2丁目 242番地 2 電話番号 052-653-9170 
得意業種 製造業 不動産業 建設業 
業務歴 なし 
自己 PR 金融機関監査を行っているため、その行動を熟知しており、連携がスムーズにできる。 

不動産関連については十分な経験を有している。 
特殊な学校法人関連についても、十分な経験を有している。 

受講した研修 2014/03/24 東海会 最近の中小企業をめぐる事業再生の状況 
協会役員歴  
協会委員歴  
 
坂口 美穂 
種別 税理士 名称 坂口 美穂 店舗名 坂口会計事務所 
所在地 愛知県大府市長草町中屋敷 23番地の 6 電話番号 0562-47-6697 
得意業種 サービス業 不動産業 製造業 
業務歴 金融機関などに対し、貸付条件の変更等の交渉にあたり、再生計画の策定支援。 
自己 PR きめ細やかなサービス対応 
受講した研修 2014/01/27.28 中小企業庁 トップライン向上支援編 
協会役員歴  
協会委員歴  
 
坪井 敦 
種別 税理士 名称 坪井 敦 店舗名 なし 
所在地 岐阜県岐阜市加納新本町 4丁目 4番地 電話番号 058-278-3602 
得意業種 その他の法人 サービス業  
業務歴 なし 
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 東海会監事 
協会委員歴  
 
中川 修一郎 
種別 税理士 名称 中川 修一郎 店舗名 中川修一郎税理士事務所 
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所在地 愛知県岡崎市薮田 1丁目 10番地 7 電話番号 0564-47-8438 
得意業種 卸売業、小売業、サービス業   
業務歴 実績なし 
自己 PR  企業経営者が真剣に自らの力で立ち上がろうとする計画の支援をいたします。お役人

や金融機関に提出するための体裁を繕った計画書を、要領よく他人任せで作ってほしい

という企業は遠慮させていだきます。 
受講した 
研修 

2013/07/19 中小企業大学校瀬戸校 中小企業経営改善計画策定支援研修 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
丹羽 昭浩 

種別 税理士 名称 丹羽 昭浩 店舗名 丹羽昭浩 
所在地 三重県四日市市西富田町 237番地 2 電話番号 059-329-6670 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2014/01/27.28 
2014/03/24 

中小機構 
東海会 

経営改善・事業再生研修(実践力向上編) 
再生支援について 
 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
野村 政弘 
種別 税理士 名称 野村 政弘 店舗名 野村 政弘 
所在地 愛知県岡崎市菅生町字菅生 38番地 1 電話番号 0564-21-5644 
得意業種 建設業 卸売業 小売業 
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/07/17 東海会 経営改善計画策定支援事業に関する研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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◆北陸会（石川県、富山県、福井県） 
中野 一輝 
種別 公認会計士、税理士 名称 中野 一輝 店舗名 中野一輝公認会計士事務所 
所在地 石川県金沢市小将町 4番 18号 電話番号 076-232-1415 
得意業種 建設業 製造業 機械工業、食料品製造業、その他の製造業 サービス業 
業務歴 商工会議所にて商工調停士等として、約３０年にわたり中小企業の支援業務に携わって

いる。 
自己 PR 中小企業の経営改善及び事業再生について、実績あり。 
受講した研修    
協会役員歴 北陸会副会長、北陸会幹事 
協会委員歴  

野村 篤史 
種別 公認会計士、税理士 名称 野村 篤史 店舗名 野村 篤史 
所在地 石川県金沢市玉川町6番33号 田丸茂雄税理士事務所内 電話番号 076-262-0126 
得意業種 製造業 不動産業 金融保険業 
業務歴 業務経験：８年 

サービス提供内容：会計・税務顧問、会社設立代行、金融機関向け書類作成代行、記帳

代行 
経験企業数：上場企業１０社、非上場企業２０社 
企業規模：上場企業で最大２兆円、非上場会社は５００万円から 

自己 PR  慶応義塾大学商学部卒業。在学中は財務会計の権威である伊藤眞教授のもと、金融商

品会計・会計監査制度について学ぶ。 
 公認会計士試験合格後、日本最大手の会計事務所である、新日本監査法人に入所。自

動車製造業、飲料メーカー、不動産業など上場企業の会計監査、内部統制監査を通じ、

最先端の会計・税務・内部統制について経験を積む。地域金融機関（信用組合）の現場

責任者も経験し、「金融機関がどのように企業の決算書を見るか」を理解した上で会計・

税務処理ができることが強みである。 
 監査業務を一通り経験後、会計・税務を通じ中小企業を支援したいという思いから開

業。主に石川県企業の会計・税務を担当している。 
受講した 
研修 

2013/06/22 
 
2013/10/23 
2013/12/05 
2013/12/14 
2013/12/14 

新日本有限責任監査法人 
 
税理士会 
中小企業庁 
新日本有限責任監査法人 
新日本有限責任監査法人 

会社法改正を踏まえた今後の監査役・監査委員

の実務への影響 
事業再生の法務と税務 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 
コンプライアンスの本質を実務から考える 
不正の法的要素 

協会役員歴  
協会委員歴  
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◆京滋会（京都府、滋賀県） 
内田 宗德 
種別 公認会計士、税理士 名称 内田 宗德 店舗名 内田宗德税務会計事務所 
所在地 京都府京都市南区吉祥院東浦町 6番地 6 電話番号 075-691-7576 
得意業種 経営状況分析 創業支援 事業承継 
業務歴  
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
小笠 信弥 
種別 公認会計士、税理士 名称 小笠 信弥 店舗名 なし 
所在地 京都府京都市中京区西洞院通錦小路下る蟷

螂山町 466番地 ファヴィエ四条西洞院 1105 
電話番号 080-5343-1346 

得意業種 製造業 小売業 卸売業 
業務歴 中小企業再生支援協議会および銀行プロパーの再生支援案件（財務調査、事業調査、事

業計画作成支援）20 社程度、その後のモニタリング業務 10 社程度、経営戦略コンサル
ティング 4社程度。 
上記は約 5年間の数字。 
売上規模は 5億円から 20億円程度まで。 

自己 PR コミュニケーションを大切に考えています。会社の実情や事業の特性をよく理解した上

で、会社、金融機関の双方が納得できる実現可能な事業計画作りを常に目指します。 
その中でも慣れ合いにならず、必要と考えられる厳しい指摘も行いながら、会社が真に

経営改善できるサポートすることを使命と考えています。会社経営者、金融機関の方々

が最終的に笑顔になっていただければと思います。 
受講した 
研修 

1905/07/05 
1905/07/03 
 
1905/07/05 

中小機構 
NNA テンダー
サービス 
NNA テンダー
サービス 

認定支援機関向け経営改善事業再生研修【実力向上編】 
あきない実践道場 
 
あきない接点強化道場 

協会役員歴  
協会委員歴  
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櫻田 憲司 
種別 公認会計士 名称 櫻田 憲司 店舗名 櫻田公認会計士事務所 
所在地 京都府長岡京市天神 3丁目 3番 26号 電話番号 075-952-2799 
得意業種  
業務歴 経営改善計画策定支援 
自己 PR 経営者の経営改善計画が絵に描いた餅にならぬよう心がけております。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
迫田 政之 
種別 公認会計士 名称 迫田 政之 店舗名 迫田政之会計事務所 
所在地 京都府舞鶴市魚屋 226番地 電話番号 0773-75-0789 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

 中小機構 平成 25年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎編】 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
竹橋 仁政 
種別 公認会計士 名称 竹橋 仁政 店舗名 竹橋仁政公認会計士事務所 
所在地 京都府京都市左京区上高野仲町 61番地 1 電話番号 075-781-7864 
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 
（本部のみ） 
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中嶋 豊 
種別 公認会計士 名称 中嶋 豊 店舗名 中嶋会計事務所 
所在地 滋賀県大津市桜野町 2丁目 15番 31-302号 電話番号 070-5569-5705 
得意業種 製造業 小売業 サービス業 
業務歴 マネジメントに必要な情報支援体制の構築。 

財務・経理体制の整備、運用に関するアドバイス。 
購買・販売体制の整備、運用に関するアドバイス。 
人事管理。目標管理に関するアドバイス。 
在庫管理に対するアドバイス。 
Ｍ＆Ａに関するアドバイス、デューデリジェンス業務の指導、実行、レポーティング。 
税務相談。 
資金繰りに関する体制整備。 
上場企業（大企業）としてあるべき体制の整備。 
企業の成長に則した経営管理体制整備の指導。 
その他。 

自己 PR ・経営上の問題点の把握とその改善策の提案 ・会計指導（財務分析） ・税務指導（タ
ックスプランニング含む） ・将来的な事業計画の策定支援 多くの事業者とのディスカ
ッション経験から、経営改善のヒントは必ず事業そのものの中にあるという考え方のも

と、財務分析や事業者とのディスカッションを通じて、経営課題を事業者とともに考え、

アドバイスするというスタンスを持っている。そのために必要な現状把握のアプローチ、

および問題点の明確化に関しては、監査・短期調査・財務調査の経験を生かし、 ディス
カッションに関しても経営者にとってわかりやすい説明を心掛け、熱い指導をポリシー

としている。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
平居 新司郎 
種別 公認会計士 名称 平居 新司郎 店舗名 平居公認会計士事務所 
所在地 滋賀県大津市中央 1丁目 8番 32号 電話番号 077-526-3770 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 京滋会会長、本部常務理事、本部理事、京滋会副会長、京滋会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

監査業務審査会 専門調査員、監査業務審査会 委員、 
継続的専門研修制度推進センター 委員、会社法改正対策特別委員会 委員、 
CAPA大阪大会組織委員会 委員  
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平野 泰久 
種別 公認会計士、税理士 名称 平野 泰久 店舗名 公認会計士平野会計事務所 
所在地 京都府京都市山科区川田土仏 7番地 35 電話番号 075-501-4010 
得意業種 小売業 料理飲食旅館業 サービス業 
業務歴 融資のための事業計画作成支援や、事業再生における経営改善計画支援、システム構築支

援を行っております。企業規模は、設立間もない小規模企業から、売上高約 20 億円の中
堅企業まで、幅広く業務を行っております。 

自己 PR 税務業務で中小企業対応が長く、また中堅企業の会計監査にも長く従事しているため、中

小企業の特性を十分把握しております。システム監査技術者でもあることから、ＩＴシス

テム構築等にも精通しております。  
また、個人での対応が難しい規模に関しては、協力関係にあるパートナー(経営革新等支援
機関)と連携して対応し、速やかにサービスを提供いたします。 

受講した 
研修 

2013/9/26,27 
 
2013/10,24,25 

中小機構 
 
中小機構 

平成 25 年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 
基礎編 
平成 25 年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 
実践力向上編 

協会役員歴 京滋会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 副分会長、ＩＴ委員会 委員                 

 
伊藤 美通彦 
種別 税理士 名称 伊藤 美通彦 店舗名 なし 
所在地 京都府京都市下京区四条通新町西入四条平

野ビル 6階 
電話番号 075-229-6144 

得意業種 サービス業 小売業 製造業 
業務歴 再生支援協議会の外部専門家として売上高５～５０億円の会社を 10社程度関与していま

す。また、それ以外での金融機関からの依頼を含めると 30社程度の再生に関与してきま
した。 
外部専門家として事業計画の策定、事業・財務 DD 以外での経験として、滋賀県中小企
業再生支援協議会での統括責任者補佐として再生事業に関与し、金融調整等を実行して

きました。 
提供できるサービスは財務 DD、事業 DD、計画策定、金融調整となります。 
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自己 PR これまで再生支援協議会などを通じて売上高１～200 億円程度の企業を数十件再生支援
してきた実績から、事業再生の専門家として会社からの依頼のみならず、金融機関から

の依頼による事業再生支援しています。 
当社の手法は当社の公認会計士・税理士が、経営者に密着し、経営者と一緒になって課

題を解決していくことを特徴としています。 
事業の分析（強み、弱み）、経営者の思いなどを汲み取りながら、資金繰りや事業の安定

をどのようにしていくのか、金融機関との折衝や後継者問題まで、幅広くそして長くお

付き合いしていきます。 
また、長期で取り組んでいくことから、事業再生の後の事業承継を行っていることも当

社の特徴です。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
廣田 徹慈 
種別 税理士 名称 廣田 徹慈 店舗名 廣田公認会計士・税理士事務所 
所在地 京都府京都市下京区東洞院通綾小路下ル扇

酒屋町 289番地  デ・リードビル 605号室 
電話番号 075-744-0331 

得意業種 小売業 製造業  
業務歴 株式公開を前提とした、内部統制の点検、整備 

 5社程度 売上高30～50億円程度 
補助金申請支援 
 1社 会社設立と同時の申請のため売上なし 

自己 PR 経営改善のために会計、内部統制整備・運用の改善、税務についてサポートさせていただ

きます。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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◆近畿会（大阪府、奈良県、和歌山県） 

荒川 智樹 
種別 公認会計士 名称 荒川 智樹 店舗名 荒川公認会計士事務所 
所在地 大阪府富田林市藤沢台 5丁目 8番 27号 電話番号 0721-28-2297 
得意業種  
業務歴 資金調達支援や内部統制構築支援など 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
 
石井 啓之 
種別 公認会計士 名称 石井 啓之 店舗名 石井公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区谷町 1丁目 6番 4号 天

満橋八千代ビル 
電話番号 06-6946-3636 

得意業種 製造業 小売業 その他の法人 
業務歴 金融負債のリスケジューリング（デューデリジェンス業務を含む）から 

経営改善計画の策定までの経営改善支援業務に実績があります。 
 
 売上高規模 ２０億円以上         １社 
        ５億円～１０億円      ２社 
        １億円～ ５億円      ２社 
        １億円未満         １社 

自己 PR 個々の企業の状況に応じ、企業の現状分析から資金繰り、経営改善計画の策定に至るま

で、迅速かつ丁寧に対応いたします。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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井出 久美 
種別 公認会計士 名称 井出 久美 店舗名 井出久美公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市北区与力町 6番 6-301号 電話番号 080-3106-9554 
得意業種 製造業 卸売業 サービス業 
業務歴 資金繰り対策支援と事業計画策定支援及び銀行対応が１社、売上１８０億円。 

資金繰り対策支援が２社、うち１社は売上高１千万円、１社は売上高２千万円。 
自己 PR 経営者の悩みが早く解決し、早く１歩を踏み出せるように全力でサポートいたします。 

辛抱強く、自ら手を動かし、経営者目線で考えます。これまで、製造業、卸売業、小売

業、建設業、不動産業、サービス業など多くの業種に関与してきました。 
 
経営革新等支援機関としての業務内容は、主に事業計画作成支援や資金繰り支援、銀行

折衝ですが、その他にも、経営者・幹部向けの会計・原価計算セミナー、会計税務の相

談対応、事業承継・相続対策の支援、株式公開支援等を行っています。 
受講した 
研修 

2013年に 4回開催 中小企業大学校

の講師を担当 
中小企経営改善計画策定支援研修（実践研修） 

協会役員歴 近畿会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 幹事、税務業務部会 副分会長                 

 
伊藤 明裕 
種別 公認会計士、税理士 名称 伊藤 明裕 店舗名 記載なし 
所在地 大阪府大阪市中央区南船場 1丁目 3番 14号  

ストークビル南船場 806号 
電話番号 06-4708-8815 

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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井上 豪 
種別 公認会計士 名称 井上 豪 店舗名 井上公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区備後町 3 丁目 6 番 2 号  

大雅ビル 7階 
電話番号 06-6615-9223 

得意業種 事業承継（節税となり争族を回避できるスキームの作成、株主等への説明会、全体のス

ケジューリング） 経営管理の強化（原価計算制度の構築、部門別損益計算書作成、製

品単価計算、撤退の意思決定） 経営再建（事業計画策定、銀行交渉同行、リストラ案

の作成、法的整理・私的整理の説明） 
業務歴 事業承継スキームの作成を始め、株主構成・事業の収益性に応じてオーダーメイドによ

る事業承継案を作成します。税理士登録も行っていますので、税務申告まで合わせてご

指導いたします。過去の経験として、お家騒動を解決するための会社分割（弁護士と連

携）、原価計算制度の構築、部門別損益計算書の作成、進出撤退の意思決定フォーマット

作成、事業計画策定、リストラ案の作成と実行（社会保険労務士と連携）、法的整理（民

事再生、会社更生、特別清算など）の際の財産評定・私的整理の際の再建計画策定、株

価算定、Ｍ＆Ａにおける財務デューデリジェンスなど、多数。平成 10年からの約 10年
間あずさ監査法人に勤務。 

自己 PR 小、中、高と野球部出身。大学卒業後、商社で営業マンを経験。その後退職し、翌年の

平成 10年に公認会計士に合格し、約 10年間あずさ監査法人に勤務しました。公認会計
士業務も営業の気持ちが大切であると思っており、三方よし（売り手よし、買い手よし、

世間よし）の精神で日々活動しております。(株)エアーズ経営研究所を平成 20年 4月に
設立し、同社の代表をしておりますが、公認会計士のみならず、弁護士、税理士、司法

書士、社会保険労務士、不動産鑑定士などとの密度の濃いネットワークを構築し、問題

の早期解決能力、クオリティの高さには自信があります。上場企業から来月開業したい

個人事業者まで、幅広いサービスを提供します。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴 近畿実務補習所運営委員会 委員                   
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海崎 雅子 
種別 公認会計士 名称 海崎 雅子 店舗名 公認会計士海崎雅子事務所 
所在地 大阪府大阪市都島区中野町 5 丁目 13 番

1-1807号 
電話番号 06-6921-9787 

得意業種 料理・飲食・旅館業   
業務歴 ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業の事業計画書の内容を確認・・

１件 
会社のリスケジュールに当たって、複数の金融機関に事業改善計画の作成・交渉・・・

２件 
自己 PR 将来の経営改善に向けて、堅実な事業計画の作成と計画の達成に必要なアクションプラ

ンの策定、その後の数値達成のモニタリングを実施します。 
受講した 
研修 

2013/07/12 中小機構 認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 実践力向上編 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
奥村 圭 
種別 公認会計士 名称 奥村 圭 店舗名 奥村公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋 2丁目 2番 8

号 サンクタス阿倍野508 
電話番号 06-6623-2618 

得意業種 料理飲食旅館業 不動産賃貸業･管理業 道路貨物運送業 
業務歴 年間売上約 400 百万円の旅館業の事業計画策定支援を実施しました。その他複数の不動

産賃貸業の事業計画策定等も実施しています。 
自己 PR 私は、お客様の要望に即時に対応することは当然ですが、様々な視点から検討すること

で「＋αの何か」を提供することを常に心がけています。 
経営革新等支援機関としての業務においてもお客様の要望に真正面から対応しつつ、お

客様の期待以上の「＋αの何か」を提供いたします。 
受講した 
研修 

2013/09/25 
2013/10/18 
2013/12/10 
2013/12/11 
2014/02/07 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

基礎編 
実践力向上編 
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 
個別分野コース：トップライン向上支援編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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織田 成人 
種別 公認会計士 名称 織田 成人 店舗名 公認会計士織田成人事務所 
所在地 大阪府大阪市天王寺区悲田院町 8丁目 26番 

天王寺センターハイツ 611 
電話番号 06-6777-3845 

得意業種 卸売業 小売業 出版印刷業 
業務歴 小売業を中心に、金融機関への対応を含む財務支援を実施してきました。 
自己 PR 会社の強みを生かした経営を進めていけるよう助力します。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

租税調査会 資産課税等専門部会 専門委員                   

 
川口 晃司 
種別 公 認 会 計

士、税理士 
名称 川口 晃司 店舗名 上本町会計事務所 

所在地 大阪府大阪市中央区谷町 9 丁目 3 番 11 号  
東谷町ビル 3階 312号室 

電話番号 06-6763-2212 

得意業種 製造業 建設業 小売業 
業務歴 経験企業数 20社 

 
売上高 1,000万円～10億円 

自己 PR  最近の厳しい経済環境の中、難しい内容を平易な言葉で解り易く説明し、お客様に充

分な理解の中で意思決定をしていただくという姿勢を堅持することが弊事務所にとって

一番大切な業務態度であると考えております。 
 
さらに多くの方に経験とノウハウを用いまして皆様のお困りの問題や課題について解決

していきたいと思っております。 
 
そのための手法やコンサルティングの技術向上を今後も続けてまいります。 
 
そしてお客様の事業発展に寄与していきたいと考えております。 
 

受講した 
研修 

2013/05/17 近畿会 企業再生の税務 

協会役員歴  
協会委員歴  
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喜多村 晴雄 
種別 公認会計士 名称 喜多村 晴雄 店舗名 喜多村公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区谷町 2丁目 8番 1号 大

手前M2ビル 
電話番号 06-6944-0163 

得意業種 製造業 IT・情報処理 広告代理店 
業務歴 民事再生等法的整理・再生に関する事業計画作成や経営指導、上場準備企業の準備指導に

加え、中小企業の経営計画策定指導、管理会計制度構築、経営管理制度（権限規定見直し、

目標管理制度や人事評価制度など）構築支援など多数関与している。また、海外展開企業

の業績管理や連結管理会計制度などの構築支援も多数実施している。 
自己 PR 当職は大手監査法人で監査と外資系会計事務所で大手企業のグローバル展開のための経

営管理指導を多数経験しており、独立後も上場会社（ヤマハ株式会社、ローム株式会社、

株式会社モノタロウ、MID リーと投資法人）で社外役員を務めるなど、多彩な事業分野
において各所知見を有している。加えて民事再生のための事業計画策定や、上場支援のた

めのスタートアップ企業の支援などの各種支援活動を行っている。 
受講した 
研修 

2013/07/18 
2013/09/04 
2014/1/27-28 

中小機構 
同上 
同上 

経営改善等計画策定演習 
実践力向上編 
計画策定後のフォローアップ等 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
木村 安寿 
種別 公認会計士 名称 木村 安寿 店舗名 木村公認会計士事務所 
所在地 大阪府枚方市長尾東町 1丁目 43番 10号 電話番号 072-897-3018 
得意業種 製造業 情報サービス業 卸売業 
業務歴 許可を受けたが、辞退したものが１件あるだけです。 
自己 PR ３０年以上にわたって経営コンサルティング業務に携わってきたため、経営革新等を自

信を持って推進できる。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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小山 登 
種別 公認会計士 名称 小山 登 店舗名 小山公認会計士税理士事務所 
所在地 大阪府高槻市高槻町 20番 22号 松岡ビル 電話番号 072-681-1439 
得意業種 小売業・卸売業 サービス業  
業務歴  株式会社の民事再生法の申立や会社更生法の調査委員などを経験しています 

 今までに多くの会社の和議や会社整理事件に関与してきました 
自己 PR 個人企業から中堅・大企業まで、多種多様な企業の経理と税務に関与し経営指導に従事

した多くの経験と長年の実績があります。また企業再生に成功した実績もあります。 
茨木税務署管内を中心に活動する会計事務所ですが遠隔地も対応します。 
事業再生、企業の経営や経理事務に関することは何なりとお任せください。 
必要に応じて弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士等の専門家と連携します。 

受講した 
研修 

2013/11/27 
2013/12/06 

京滋会 
近畿会 

「公認会計士の取り組むべき事業再生・経営改善支援のポイント」 
中小企業再生支援協議会業務 実務研修（経営委員会） 「協議会
事業の現在の取り組みと進め方」ほか 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
衣目 修三 
種別 公認会計士 名称 衣目 修三 店舗名 衣目公認会計士事務所 
所在地 大阪市中央区船越町１－５－２ ＰＣＡビル４Ｆ 電話番号 06-4794-1000 
得意業種 製造業 卸売業 その他法人 
業務歴 ①約 300 億円の売上がある飲食料品小売業の会社では、中期経営計画の策定により、将

来的な目標を基にした出店計画により、投資事案の成功確率の向上をもたらした。 
②約 1億円の売上があるサービス業の会社では、ピーク時の売上 10億円から、主要取引
先の喪失により急激に業績を悪化させたため、経営分析に基づいたコスト管理の手法と

節税手法などに関する誤った考えの是正を行い、抜本的な改善計画（単年度）の策定と

将来的な計画の策定を支援する中で、経営者自身の将来も含めて計画に反映させた。 
③約 4 億円の売上がある生産用器具製造業の会社では、経営分析を基にした毎月のモニ
タリングにより、後継者と将来的な改善について議論している。 

自己 PR  私たちの事務所では、時に孤独な決断を迫られる経営者様や後継者様のお悩みの解決

の手助けになることを得意としております。 
 その手法として、単なる経営分析や経営計画・資金繰りといったツールだけに頼るだ

けではなく、時には私どもの事務所で時間を気にせず相談をし続けたり、議論を重ねる

ことを通じて、経営者様や後継者様の想いを汲み入れた支援を行っていくことを目指し

ております。 
 税務や会計に関しては、現在の顧問税理士の先生を置いておいていただいて、私ども

は将来への改善の支援に徹するというような関係の顧問先も実際に複数ございます。 

契約形態にこだわらず、どうぞお気軽にご相談下さい。 
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受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
清水 章夫 
種別 公認会計士 名称 清水 章夫 店舗名 清水公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市西区北堀江 2丁目 17番 18号 電話番号 090-2117-8120 
得意業種 製造業 小売業 サービス業 
業務歴  
自己 PR 丁寧さと根気強さが信条です。的確なアドバイスにより中小企業様の財務健全化のお役

に立てればと思います。 
受講した研修 2013/12/16 近畿会 中小企業再生支援協議会業務 実務研修（経営委員会） 
協会役員歴  
協会委員歴  
 
清水 恒宏 
種別 公認会計士 名称 清水 恒宏 店舗名 清水恒宏公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区谷町 2丁目 8番 1号 

大手前M2ビル 5F 
電話番号 06-7222-3201 

得意業種 事業計画策定支援 M&A 資金繰 
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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谷 義孝 
種別 公認会計士、税理士 名称 谷 義孝 店舗名 谷公認会計士・税理士事務所 
所在地 大阪府吹田市泉町 1丁目 4番 3号 メゾンド

オクノ 103号 
電話番号 06-6310-7135 

得意業種 小売業 卸売業 サービス業 
業務歴 中小企業の支援に携わった業務経験・サービス提供内容など 

経営計画の策定支援、財務デューデリジェンス、内部統制制度の整備・運用の支援、内

部監査の支援など 
自己 PR 顧客との話し合いや現場の状況の把握を重視し、実効性のある経営計画の策定支援等を

することを心がけています。 
また、顧客に対する説明は丁寧にわかりやすくし、相談や質問に対しては素早く対応す

るようにしています。 
受講した 
研修 

2013/10/04 
2013/11/08 
2013/11/19 
 
2013/11/20 
 
2014/02/11 
 
2013/11/27 
2013/12/03 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
 
中小機構 
 
中小機構 
 
京滋会 
近畿会 

経営改善・事業再生研修・基礎編 
経営改善・事業再生研修・実践力向上編 
経営改善・事業再生研修・個別分野コース・経営改善等計画策

定演習 
経営改善・事業再生研修・個別分野・計画策定後のフォローア

ップ等 
経営改善・事業再生研修・個別分野コース・トップライン向上

支援編 
公認会計士が取り組むべき事業再生・経営改善支援のポイント 
中小企業再生支援協議会業務 実務研修 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
田端 博之 
種別 公認会計士 名称 田端 博之 店舗名 田端公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区南久宝寺町 2丁目 1番 9号 電話番号 06-6268-5281 
得意業種  
業務歴 創業時の事業計画の策定、月次決算の導入、予算管理・資金管理・原価管理方法の導入

に係った事例は 50社程度があります。その他、事業譲渡、事業再生（民事再生、再生支
援協議会）、株価鑑定評価なども行っております。 

自己 PR 公認会計士として会計への信頼性を付与し、経営の基本である会計・税務サービスをし

っかりと企業に提供してまいります。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

近畿実務補習所運営委員会 委員                   
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玉置 栄一 
種別 公認会計士 名称 玉置 栄一 店舗名 玉置公認会計士事務所 
所在地 大阪市中央区北浜 1-3-14  

西川三井ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ 601号 
電話番号 06-6221-3478 

得意業種 建設業、製造業、卸売業 
業務歴 ＩＰＯ業務や民事再生業務に豊富な経験を有している。また、再生支援協議会への申請

事件に対する従事経験も有している。 
自己 PR 特にいたしません 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 近畿会 幹事 （法務会計委員長、事業部長他） 
協会委員歴 
（本部のみ） 

租税調査会 委員、総務委員会 委員、ＩＴ委員会 委員 

 
玉山 慶幸 
種別 公認会計士 名称 玉山 慶幸 店舗名 なし 
所在地 大阪府大阪市中央区船越町 1 丁目 6 番 6 号  

レナ天満橋 5階 
電話番号 06-4950-7750 

得意業種 製造業 卸売業 料理飲食旅館業 
業務歴 大阪府中小企業再生支援協議会の登録専門家として、対象企業の財務調査及び経営改善

計画策定支援業務に 7年以上携わっている。 
関与した企業数は 10社程度、売上高 60億円の繊維卸売業をはじめ、機械工具の卸売業、
居酒屋チェーンなどを経験。 

自己 PR 経営者、経営幹部の方との対話を積み重ねて、まずは信頼関係の構築を目指しています。

そのうえで、会社が目指すべき方向性をお聞きし、現状を分析した結果をふまえて、課

題の改善方法を検討するというスタンスで各種の支援業務を実施してきました。会社の

協力なくして、改善は不可能だと考えていますので、安易に外部専門家の意見に流され

る経営者の方であれば、一緒にお仕事することは難しいと考えています。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
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長島 広明 
種別 公認会計士 名称 長島 広明 店舗名 なし 
所在地 大阪府大阪市中央区今橋 2 丁目 2 番 11 号  

大和今橋ビル 6階南側 
電話番号 06-6121-6778 

得意業種 銀行業 製造業 卸売業 
業務歴 中小企業に対して、資金調達支援、事業計画構築支援、事業再生支援を実施。 

企業規模は年商 1億円から 300億円程度。 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
中丁 卓也 
種別 公認会計士 名称 中丁 卓也 店舗名 中丁公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区今橋 1 丁目 7 番 19 号  

北浜ビルディング 11階 
電話番号 06-4708-5200 

得意業種 農林水産業 製造業 サービス業 
業務歴 ・経営状況の分析（10件以上） 

・事業計画の策定及び実行支援（10件以上） 
・金融機関との協議支援（10件以上） 

自己 PR 私どもは事業計画作成及び実行支援、事業承継、Ｍ＆Ａ、金融機関協議支援、事業再編、

企業等価値評価、事業再生、内部統制構築支援、人材育成といった領域に数多くの実績

があります。コミュニケーションを重視して、経営者、金融機関、スポンサー、税務当

局などとの協議を円滑に進めております。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

非営利法人委員会 農業協同組合専門部会 専門委員 業種別委員会 農業協同組合専
門部会 専門委員                 
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中務 裕之 
種別 公認会計士 名称 中務 裕之 店舗名 中務公認会計士・税理士事務

所 
所在地 大阪府大阪市中央区博労町 2丁目 4番 11号 

中博ビル 
電話番号 06-6263-9939 

得意業種  
業務歴 長年にわたり、１００社以上の民事再生手続や会社更生手続における会社または監督委

員への業務に携わってきました。様々な業種や規模の会社について、再生の道筋をつけ

または見極めを行い、関与してきました。 
自己 PR １００件以上の再生案件への関与をしてきました。事案に応じた適切な対応を助言でき

たと思います。また税理士としての経験も 20数年ありますので、再生における税務は特
殊な点がありますが、税務を踏まえた助言を行っています。 

受講した研修    
協会役員歴 近畿会会長、本部副会長、近畿会副会長、近畿会幹事、本部理事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

経営研究調査会 再生支援専門部会 専門委員、継続的専門研修制度推進センター 委員 
非営利法人委員会 公益法人専門部会 オブザーバー、CAPA大阪大会実行委員会 実行
委員長、 
小規模事業体における監査及び審査のあり方プロジェクトチーム オブザーバー 
公認会計士法改正対策プロジェクトチーム 構成員 

 
中本 行則 
種別 公認会計士 名称 中本 行則 店舗名 公認会計士・税理士中本行則

事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区谷町 7丁目 3番 4号 新

谷町第三ビル 220号 
電話番号 06-6762-5228 

得意業種 その他法人 建設業 製造業 
業務歴 中期経営計画の作成・財務報告書の作成 
自己 PR 公認会計士としての知識・経験を生かした仕事をいたします。 
受講した 
研修 

2014/01/12 
2014/03/15 

日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会① 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会② 

協会役員歴  
協会委員歴  
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秦 勝浩 
種別 公認会計士 名称 秦 勝浩 店舗名 秦 事務所 
所在地 大阪府大阪市北区西天満 5 丁目 1 番 19 号 

高木ビル 6階 
電話番号 06-6940-0457 

得意業種 製造業 サービス業 小売業 
業務歴 ◆業務経験 

主に上場準備支援業務を通じて以下のような中小ベンチャー企業の支援を行ってきまし

た。 
・業務フローやシステム整備にはじまり、月次予算実績のモニタリング体制確立といっ

た管理体制整備支援や原価計算制度確立支援 
・海外進出及び進出後のモニタリング支援、連結決算対応など 
・Ｍ＆Ａ支援（スキーム企画、ＤＤ、評価、ＰＭＩ等） 
・オーナー様支援（資産管理会社設立等含めた資本政策相談など） 
◆経験企業数：１００社程度以上 
◆企業規模：売上１千万～１００億程度まで、業種も様々。 

自己 PR ベンチャー企業の立上げから IPOまで、ベンチャー専門の会計士です。 
『会社としての「より良き」を志向される企業様、経営者様の御支援』を基軸として、

会計・税務面を主とした経営管理面にかかる支援サービスを行っております。そこにお

きましては、単なる知識の多少や技術の優劣を競う存在ではなく、経営者様や企業様の

ベクトルとシンクロし、その本来目指されるべき地点へいかに円滑に進まれるようにす

るかというアウトカムに主眼を置く、シェルパのような存在でありたいと考えておりま

す。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
美藤 直人 
種別 公認会計士 名称 美藤 直人 店舗名 美藤公認会計士・税理士事務所 
所在地 大阪府大阪市北区梅田1丁目1番3号 大

阪駅前第 3ビル 25階 
電話番号 090-7491-1342 

得意業種 製造業 小売業 建設業 
業務歴 1995年に公認会計士に登録して以来、事業計画書や資金計画の作成支援のほか、中小企

業の創業支援や経理指導、連結決算の支援、財務リストラの支援、事業承継支援なども

担当してきました。また、事業計画書の作成に関する各種セミナーの講師を担当し、さ

らに、中小企業が金融機関やビジネスコンテストなどに提出した事業計画書も拝見して

きました。 
私は公認会計士のほか、税理士の資格も有していますので、会計や法律だけではなく、

税金の論点も十分に考慮して中小企業・小規模事業者の皆様のお手伝いさせていただき

ます。 
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自己 PR 私は公認会計士のほか、税理士の資格も有していますので、会計や法律だけではなく、

税金の論点も十分に考慮して、中小企業・小規模事業者の皆様のお手伝いをさせていた

だきます。 
受講した 
研修 

2013/05/30 
2013/11/27 
 
2013/12/06 
 
2014/03/19 

近畿会 
京滋会 
 
近畿会 
 
近畿税理士会

業務対策部 

認定経営革新等支援機関が関与する中小企業支援施策 
公認会計士の取り組むべき事業再生・経営改善支援のポイ

ント 
中小企業再生支援協議会業務（協議会事業の現在の取り組

みと進め方） 
中小企業支援における税理士の役割 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
深井 大督 
種別 公認会計士 名称 深井 大督 店舗名 深井公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市北区梅田 1丁目 11番 4号 大

阪駅前第 4ビル 20階 2-2 
電話番号 080-4427-9037 

得意業種 機械工業 料理飲食旅館業 サービス業 
業務歴 事業再編：サービス業（売上高約 8億円）、卸売業（売上高約 10億円） 

事業計画の策定支援：料理飲食旅館業（売上高約 1億円）、サービス業（売上高約 6億円） 
自己 PR 事業の再編・売却等を含めた組織再編が必要となる案件を中心に対応させていただきま

す。各サービスの英語対応も行っております。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
藤本 光二 

種別 公認会計士、税理士 名称 藤本 光二 店舗名 藤本光二税理士事務所 
所在地 大阪市中央区本町 2-3-14 船場旭ビル8階 電話番号 06-6271-7625 
得意業種 繊維工業 金属製品製造業 設備工事業 
業務歴 平成 26年 3月より、経営改善支援センターに事業利用申請を行い、経営改善計画書の作

成に着手しました。 
（申請企業の概要）  
業種：繊維 売上：5億程度  
提供するサービスの内容：経営改善計画の作成、事業 DD、財務 DDの実施 

わたくし共は、税務顧問先に対する支援の一環として、経営改善等支援機関としての業

務も実施しています。現在、公認会計士 2 名、税理士 2 名を中心とする体制で、会計、
税務、資金繰り等にわたる幅広い分野でのサービスを提供しております。 
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自己 PR 会社は一人ではありません、複数の人が力を結集するには、将来こうなりたいという青

写真が必要です。そしてそうなるための、具体的な地図、ロードマップが必要です。 
わたくし共は、会計・税務・キャッシュフローの 3 つの視点を重視したロードマップの
作成を支援しています。 
このロードマップは、社長の思いのつまった、その会社でしか作成できないものである

必要があります。 
我々の思うロードマップは、作成だけで終わるものではなく、今後、その結果を見守り、

状況に応じ変更していくべきです。 
その実効性確保の観点から、弊事務所の会計・税務顧問先に限らせていただいておりま

すが、ご容赦ください。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
松井 克浩 
種別 公認会計士 名称 松井 克浩 店舗名 松井公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市北区東天満 2丁目 9番 1号 若

杉センタービル本館 11階 
電話番号 06-6809-7456 

得意業種 製造業 卸売業 小売業 
業務歴 小売業に関して、営業活動報告を提出いただき日々の活動内容をお互いに確認すること

で、売上増加を実現することができました。建設業においても同様です。経営計画実現

のためには、必要に応じ経営者と一体になって対応策の検討をすることは、必須の作業

であると感じます。 
また、製造業に関して「ものづくり中小企業・小規模事業者試作開発等支援事業」に対

する補助金申請を支援し、採択されました。 
自己 PR 私は思います。 

経営は現場が大事です。机上だけでの考えではうまく行きません。経営者の意見に耳を

傾け、現場及び財務諸表から会社の現状を理解した上で、会社の支援を行います。 
支援の成否は、経営者の本気度が握ります。 

受講した 
研修 

2013/03/18 
2013/05/30 
2013/08/20 
2013/12/06 

近畿財務局 
近畿会 
兵庫会 
近畿会 

中小企業の事業再生等について 
認定経営革新等支援機関が関与する中小企業施策等 
中小企業の現状と外部専門家派遣制度への対応 
協議会事業の現在の取り組みと進め方等 

協会役員歴  
協会委員歴  
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間宮 英明 
種別 公認会計士 名称 間宮 英明 店舗名 間宮英明公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市北区天神橋 2 丁目 1 番 25 号 

繁昌ビル 501号室 長月会計事務所内 
電話番号 06-6352-2227 

得意業種 機械工業 小売業 卸売業 
業務歴 中小企業に対して実施する財務書類の監査、創業支援、事業計画作成支援、事業承継、

M&A、金融・財務、税務、内部統制の整備・運用支援、株式公開支援等(約 50件)。 
自己 PR 誠実にご対応いたします。 
受講した 
研修 

2013/11/27 
 
2013/12/06 

京滋会 
 
近畿会 

公認会計士の取り組むべき事業再生・経営改善支援のポ

イント 
中小企業再生支援協議会業務 実務研修（経営委員会） 
「協議会事業の現在の取り組みと進め方」ほか 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
三田 与志雄 
種別 公認会計士、税理士 名称 三田 与志雄 店舗名 三田公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市北区梅田 2丁目 4番 9号 

ブリーゼタワー15階 
電話番号 06-6341-8388 

得意業種 サービス業 小売業 製造業 
業務歴 創業支援、財務デューデリジェンス、経営状況の現状分析、事業計画作成支援、事業計

画モニタリング支援、経営管理体制整備支援、事業承継、M&A等のサービスを中心に売
上高 10百万円～10,000百万円の規模の企業に多数関与しています。 

自己 PR 三田公認会計士事務所は大阪・京都・兵庫などの関西を中心に、税理士・公認会計士に

よる起業相談、会計サービス、相続サポートサービスなどを提供する会計事務所です。

単なる税務業務にとどまらず、将来の株式上場、内部統制の整備・運用、資金調達の支

援、M&A支援など、様々なニーズに対応した付加価値をお客様に提供し、経営・経理・
税金の悩みに、税理士・公認会計士が親身になって懇切丁寧にお応え致します。 

受講した 
研修 

2014/01/08 
2013/03/15 

日本公認会計士協会 
日本公認会計士協会 

経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 
中小企業の経営力強化へ向けた国の対応と公認会計

士の役割について 
協会役員歴  
協会委員歴  
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三村 淳司 
種別 公認会計士 名称 三村 淳司 店舗名 三村公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市北区梅田 1丁目 11番 4号 電話番号 090-2199-9229 
得意業種 卸売業 製造業 サービス業 
業務歴 事業再生における事業計画作成支援・実行支援…10社以上、売上 5億円～200億円程度

の規模が中心。 
内部管理体制構築支援…30社以上、売上 3億円～150億円程度の規模が中心。 
事業承継を目的としたM&A関連のアドバイザリー業務…20社以上、売上 3億円～80億
円程度の規模が中心。 
上場準備コンサルティング…ベンチャー・中小企業の上場準備の支援、売上 10億円～200
億円程度の規模が中心。 

自己 PR 事業再生における事業計画作成や各種内部管理体制の構築支援、事業計画の実行支援の

経験を豊富に有しております。 
クライアント企業は売上高数千万円の先から、売上高数千億円の上場会社まで幅広く支

援しております。あらゆる規模の会社に対し支援を行うことが可能であり、経営者の皆

様の視点に立ち、総合的な支援を行います。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
宮 直史 
種別 公認会計士 名称 宮 直史 店舗名 ― 
所在地 大阪府大阪市中央区瓦町 4 丁目 3 番 14 号 

御堂アーバンライフ 304号 
電話番号 06-6204-0321 

得意業種  
業務歴 １９９０年に監査法人を退職して独立開業後、公認会計士の知見をベースに、中小企業

やベンチャー企業の経営力強化の支援に取り組んできました。 
積み重ねた現場の実践を基に、中小企業大学校（東京校や関西校など）で、中小企業の

経営者や経営幹部等を対象とする研修の講師やゼミ指導のほか、中小企業支援の現場で

支援を担う方への研修にも取り組んでいます。 
また、９５年から１２年間、日本公認会計士協会の経営研究調査会の委員を担い、『中小

企業のための「経営革新」入門』（通商産業調査会刊）の出版などに取り組みました。 
自己 PR 〔使  命〕 会計を通じて「経営」に安心、希望、連帯を！ 

〔行動指針〕 ともに考え、ともに進み、そして喜びをともに分かちあう 
〔ブ ロ グ〕 http://blog.canpan.info/miya38ts/ 

受講した 
研修 

   

協会役員歴 日本公認会計士協会 近畿会幹事       

http://blog.canpan.info/miya38ts/
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協会委員歴 
（本部のみ） 

経営研究調査会 中小企業経営専門部会 専門委員、 
経営研究調査会 中小企業金融専門部会 副専門部会長、経営研究調査会 委員、 
経営研究調査会 再生計画検証専門部会 専門委員  

 
山崎 篤 

種別 公認会計士 名称 山崎 篤 店舗名 山崎公認会計士事務所 
所在地 大阪府高槻市安岡寺町 5丁目 38番 9号 電話番号 072-629-2369 
得意業種  
業務歴 私的整理による事業再生を通して、中小企業の再生支援を行なってきた。 
自己 PR  
受講した 
研修 

2013/04/11 日本公認会計士協会 企業再生の税務 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
山田 俊輔 
種別 公認会計士、税理士 名称 山田 俊輔 店舗名 Star Member 公認会計士・税

理士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区安土町 2 丁目 5 番 5 号  

本町明大ビル 505号室 
電話番号 06-4708-5817 

得意業種 サービス業 不動産業 料理飲食旅館業 
業務歴 売上 1,000万円～1,000億円の会社の経理支援、組織再編、財務改善、事業再生等の支援

を行ってきました。 
自己 PR  Star Member 公認会計士・税理士事務所は、お客様と寄り添い、最適な提案を行う会

計事務所です。会計・税務・財務に関する高品質なサービスをご提案しております。 
☆3つのサポートで「潤沢キャッシュフロー経営」を実現いたします! 
  1. 効率的な経理体制構築で業務効率化を図り、経理業務の合理化 
  2. 税務知識と判例を活かし、税務調査に備える 
  3. 資金に関する計画から調達、実際の流れの見える化 
☆「お客様第一主義」で対応いたします。 
☆コミュニケーションを大切にします。 
☆専門能力を高める努力を惜しみません。 
☆経理業務の効率化や組織再編もお任せください。 

受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
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吉田 豊道 
種別 公認会計士 名称 吉田 豊道 店舗名 吉田豊道公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区久太郎町 3 丁目 4 番 30  

船場グランドビル 403号室 
電話番号 06-6251-1881 

得意業種 道路貨物運送業 介護事業 労働者派遣業 
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

2012/ 
2012/ 
2012/ 
2012/ 
2012/ 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

基礎編 
実践力向上編 
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 
個別分野コース：トップライン向上支援編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
米山 高志 
種別 公認会計士 名称 米山 高志 店舗名 米山高志公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市福島区福島 2 丁目 10 番 19 号 

メガロコープ福島 1318号室 
電話番号 066-453-2327 

得意業種 製造業 建設業 サービス業 
業務歴 300社以上の中小企業の設備投資支援に携わる 

経営改善計画による新規融資の実行 
各種補助金の相談 
中小企業向けセミナーの実施 

自己 PR 直接・間接に 300 社以上の設備投資支援に携わった経験が強みです。また尼崎商工会議
所サムライ研究会理事、公認会計士関大会幹事、関西大学関士会世話人として、また一

般社団法人軍師アカデミー認定コンサルタント１級（後継者の軍師認定コンサルタント

１級）認定者として、士業を中心に幅広い連携が可能です。このため税務・会計だけで

なく、資金調達・設備投資・事業計画・後継者育成等、中小企業の継続的発展のための

総合的なサポートができます。 
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受講した 
研修 

2013/04/18 

2013/08/21 

 

2013/9/19-20 

 

2013/11/11 

2013/11/19 

 

2013/11/27 

2013/12/06 

 

 

2014/01/24 

 

2014/03/01 

関西大学関士会 

中小機構 

 

中小機構 

 

関西大学会計人会 

中小機構 

 

関西地区三会共催 

近畿会 

中小機構 

 

中小機構 

 

準会員会近畿分会 

顧問先に伝えたい銀行との上手なつきあいかた 

平成 25年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 

個別分野コース：計画策定後のフォローアップ等 

平成 25年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 

基礎編 

中堅企業の資金調達に係る会計人の実務上の役割 

平成 25年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 

個別分野コース：経営改善等計画策定演習 

公認会計士の取り組むべき事業再生・経営改善支援のポイント 

中小企業再生支援協議会業務実務研修会 

平成 25年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 

個別分野コース：トップライン向上支援編 

平成 25年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修 

実践力向上編（1/24のみ受講） 

環境会計の概要とＭＦＣＡ(マテリアルフローコスト) 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
入江 隆夫 
種別 税理士 名称 入江 隆夫 店舗名 入江隆夫税理士事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区平野町 1-7-6 エストビ

ル 3階 
電話番号 06-6232-1911 

得意業種 小売業、サービス業、建設業 
業務歴  
自己 PR  
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受講した 
研修 

2013/8/2 
 
2013/8/21 
 
2013/8/21 
 
2013/9/18 
 
2014/6/23 
 
2014/9/5 
 
2014/9/12 
 

中小機構 
 
中小機構 
 
中小機構 
 
中小機構 
 
日本公認会計士

協会 
日本公認会計士

協会 
日本公認会計士

協会 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【実践力向上

編】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【個別分野コ

ース・経営改善等計画策定演習】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【個別分野コ

ース・計画策定後のフォローアップ等】 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【基礎

編】  
会員業務部会主催研修会 「バンクミーティングの進め

方」 

中小企業再生支援協議会業務実務研修会 「事業計画策定

の概要」他  
会員業務部研修会 「経営改善計画策定支援事業につい

て」 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
大西 信彦 
種別 税理士 名称 大西 信彦 店舗名 大西信彦 
所在地 大阪府大阪市生野区生野西 3丁目 7番 31号 電話番号 06-6731-1913 
得意業種 化学工業 機械工業 サービス業 
業務歴  
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
豊原 裕介 
種別 税理士 名称 豊原 裕介 店舗名 豊原裕介税理士事務所 
所在地 大阪府堺市堺区甲斐町東 6 丁 1 番 4-103 号 

朝日プラザ堺東 
電話番号 072-247-8230 

得意業種 農林水産業 サービス業 その他の法人 
業務歴 企業規模は数億円から数十億円規模の売上高の企業がメインとなっております。 

経営計画策定、金融機関への資料作成や説明同行などの融資支援、月次決算等幅広く支

援を行っております。 
自己 PR  
受講した研修    
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協会役員歴  
協会委員歴  
 
細川 洋一 
種別 税理士 名称 細川 洋一 店舗名 なし 
所在地 大阪府大阪市北区天神橋 3丁目 3番 3号 南

森町イシカワビル 
電話番号 06-6232-8057 

得意業種 調剤、医業 メーカー（ものづくり） 貿易 
業務歴 サービス内容、創業支援、事業計画作成支援、相続対策、販路開拓、人材育成、金融・

財務 
経営分析、税務相談、資金繰り指導 
経験企業数、約３００社 
企業規模、数千万円～50億円 

自己 PR 実務経験 30年以上で支援会社数が多い。 
提携先が多く窓口としても利用できます。 
会計士なのにものづくりの勉強をしている。 

受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
溝端 浩人 
種別 税理士 名称 溝端 浩人 店舗名 溝端公認会計士事務所 
所在地 大阪府大阪市天王寺区生玉前町 1 番 18 号 

クリスタルタワーSANKYO402 
電話番号 06-6773-8163 

得意業種 料理飲食旅館業 サービス業 建設業 
業務歴 著書：税理士のためのはじめての会社再建実務、会社の税金実務必携 

会社更生、民事再生、事業再生ＡＤＲ等再生案件関与多数 
自己 PR 再生・Ｍ＆Ａ関係のネットワークを構築し、各地方の支援業務、全国対応可能。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

経営研究調査会 財産評定専門部会 専門委員                   

 
 
 
三宅 幸造 
種別 税理士 名称 三宅 幸造 店舗名 三宅幸造税理士事務所 
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所在地 大阪府大阪市中央区瓦町 4丁目 6番 11号 電話番号 06-6201-5656 
得意業種 サービス業 製造業 建設業 
業務歴 創業支援 事業計画作成支援 事業承継 
自己 PR 親切丁寧な対応を実践しています。 
受講した 
研修 

2014/03/28 
2014/03/24 
2014/03/18 

近畿会 
近畿会 
近畿税理士会東支部 

平成２６年度税制改正 
公益法人関係セミナー 
平成２６年３月決算ポイント 

協会役員歴 近畿会副会長、本部理事、近畿会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

公認会計士制度委員会 委員                   

 
山上 益弘 

種別 税理士 名称 山上 益弘 店舗名 公認会計士 山上事務所 
所在地 大阪府大阪市中央区上本町西 1 丁目 2 番 14

号  第三松屋ビル 885号 
電話番号 06-6777-3120 

得意業種 製造業 卸売業 小売業 
業務歴  
自己 PR 公認会計士、税理士としての業務のみならず、中小企業診断士として、中小企業の多方

面にわたる、支援および経営相談に従事しています。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
  



‐165‐ 

 

◆兵庫会（兵庫県） 
池田 和史 
種別 公認会計士 名称 池田 和史 店舗名 池田会計事務所 
所在地 兵庫県多可郡多可町加美区市原 487番地 電話番号 0795-36-1623 
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  
 
糸島 貴裕 
種別 公認会計士 名称 糸島 貴裕 店舗名 なし 
所在地 兵庫県神戸市中央区御幸通 5丁目 2番 15号 電話番号 078-271-1713 
得意業種 小売業 サービス業 機械工業 
業務歴 上場準備支援、事業計画策定支援、資金繰り改善のための金融機関との交渉支援、経営

会議など会議体におけるファシリテーター、内部統制構築支援、業務効率化支援など。 
経験企業数  約 30社 
売上規模は数億から 30億 

自己 PR 企業での勤務経験を活かして実務に主眼をおいたご支援をさせていただきます。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴  
 
  



‐166‐ 

 

 
北野 参則 
種別 公認会計士、税理士 名称 北野 参則 店舗名 北野公認会計士事務所 

北野参則税理士事務所 
所在地 兵庫県三田市天神 1丁目 5番 33号 三田市

商工会館 202号 
電話番号 079-559-1524 

得意業種 製造業（鉄工金属、機械工業、その他製造業） 料理飲食旅館業 サービス業 
業務歴 監査法人時代にＭ＆Ａ、ＩＰＯ業務に携わったほか、現在まで中小企業の財務調査、経

営改善計画の策定、融資審査用事業計画の策定、マーケティング情報の提供などを行っ

てきた。 
また、新規創業に関しては、会社設立、事業計画の立案、コンピュータシステムの提案・

構築まで行った。 
経験年数は、会計士補登録から数えて、約 30年で、現在、県入札監視委員会委員の他、
市指定管理業務選定・評価委員なども兼任している。 
総数は 100件程度で、企業規模は、売上高で 100億円程度から 0.5億円程度まで。 

自己 PR 長年に渡り企業経営を信用創造という側面から支えるとともに、企業の情報管理システ

ムの構築を通じて、的確な企業情報を把握出来るよう支援するとともに、提携弁護士等

と協働しながら、企業の再生、創業などの業務を行って参りました。克己復礼の信条の

下、社会的存在意義を高めることで企業の価値を高めてゆきたいと考えております。 
受講した 
研修 

2013/09/02 
2013/11/06 
 
2014/01/30 
2013/11/19 
 
2013/09/18 
2013/06/21 
2011/09/29 
2011/12/21 
 
2011/04/01 

近畿税理士会 兵庫支部 
近畿税理士会 兵庫支部 
 
神戸税理士協同組合 
近畿税理士会兵庫県第一

支部連合会 
近畿税理士会 
近畿税理士会 
中小機構 
近畿税理士会 
 
近畿税理士会 兵庫支部 
日本公認会計士協会 

金融の円滑化と中小企業支援について 
中小会計要領の具体的解説、及び、信用保証制

度と中小企業支援策 
最近の金融・経済情勢について 
エネルギー・資源から見た日本の清算と産業 
 
改正消費税法の実務対応と留意点 
平成 25年度改正税法研修会 
中小企業のための経営計画策定支援研修 
税理士として外せない事業承継の手法と信託

法の基礎知識 
取引相場のない株式の適正譲渡価額の検証 
ベンチマーキングによる経営革新の方法論（Ｃ

Ｄ-ＲＯＭ研修） 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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副田 正之 
種別 公認会計士、税理士 名称 副田 正之 店舗名 副田公認会計士事務所 
所在地 兵庫県神戸市東灘区本山北町 5丁目 9番 6号 電話番号 078-203-3498 
得意業種 その他の法人 卸売業 料理飲食旅館業 
業務歴 システム導入・統制整備アドバイス、金融機関からのの融資支援（3 社）、消費税転嫁対

策セミナー実施、経営支援補助金助成支援等 
自己 PR 得意分野はシステムの導入及びシステム統制整備支援です。会計監査に対応できる内部

統制策定もご相談に応じております。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
中津 幸信 
種別 公認会計士、税理士 名称 中津 幸信 店舗名 中津公認会計士事務所 
所在地 兵庫県神戸市中央区江戸町 95 井門神戸ビ

ル 7階 
電話番号 078-334-6663 

得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 兵庫会会長、本部理事、兵庫会副会長、兵庫会幹事 
協会委員歴 推薦委員会 副委員長、継続的専門研修制度推進センター 委員、中小事務所等施策調査

会 委員 
海外会計・監査調査研究基金資産運営委員会 委員、CAPA大阪大会実行委員会 委員 

 
新居 孝弘 
種別 公認会計士 名称 新居 孝弘 店舗名  
所在地 兵庫県神戸市中央区御幸通 5丁目 2番 15号 電話番号 078-271-1713 
得意業種  
業務歴 サービス提供内容 

事業計画策定支援、経営管理体制構築支援、モニタリング 
経験企業数：約 100社 
企業規模（売上高）：100億円まで 

自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
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花崎 敏 
種別 公認会計士 名称 花崎 敏 店舗名 花崎公認会計士事務所 
所在地 兵庫県芦屋市三条町 17番 14-204号 電話番号 090-2046-1185 
得意業種 その他の製造業 卸売業 料理飲食旅館業 
業務歴 再生計画策定支援、債権評価 

数十社、売上 5億～200億 
自己 PR 財務・事業調査に基づき事業計画策定支援業務、金融機関調整支援を数多く経験し、現

在も支援中案件あり 
事業再生は、企業にとって通常業務とは離れた特殊なもので不安が大きいことが多いた

め、分かりやすさを意識し、また実行可能な事業計画の策定をご支援することを重視 
受講した研修    
協会役員歴 兵庫会幹事 
協会委員歴  
 
廣瀬 敏樹 
種別 公認会計士 名称 廣瀬 敏樹 店舗名 廣瀬敏樹公認会計士・税理士事務所 
所在地 兵庫県尼崎市東塚口町 1丁目 4番 13-211号 電話番号 06-6423-0587 
得意業種 製造業 全般 卸売業 サービス業 
業務歴 監査法人勤務時代も含めこれまでの実務経験期間（約 20年）を通じて、100社以上（売

上高 数千万～数十億円規模）の企業に対して、創業支援、事業計画作成支援、事業承

継、M&A、生産/品質管理、情報化戦略、知財戦略、マーケティング、人材育成、労務管
理、海外展開、BCP作成支援、コンプライアンス/リスクマネジメント/内部管理体制の整
備・運用支援、管理会計コンサルティング（適正な損益計算、適時月次決算、原価計算、

原価管理、経理部門の効率化等）、環境・CSR関連業務の支援など幅広いサービスを提供
している。 

自己 PR 監査法人勤務及びその後の独立による会計事務所及び自分の設立した株式会社の経営を

通じて、大企業だけでなく多くの中小企業の経営者と接する機会を得ました。今では、

JAL を再生した稲盛氏の塾で中小企業の悩みやニーズを学びつつ、顧客の業績向上に直
結するサービスを提供するという理念のもとで活動しています。企業経営者には単に目

先の資金繰りや業績だけでなく 5年先、10年先を見据えた経営をしていただきたいと考
えております。そのため当事務所では、紛争鉱物や労働人権監査といった企業経営の最

新トピックにも対応しており、企業の成長過程に応じた幅広いサービスを提供できる体

制を整えております。 
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受講した 
研修 

2013/11/11 
2013/11/11 
 
2013/11/27 
 
2013/11/30 
 
2014/02/07 
2014/03/31 
 
10/4/2013 

兵庫会 
兵庫会 
 
京滋会 
 
関西地区三会 
 
兵庫会 
日本公認会計士協会 
 
近畿税理士会 

経営改善計画書作成の意義および実務上のポイント 
兵庫県中小企業再生支援協議会の再生支援と兵庫県

経営改善支援センターの活用事例 
公認会計士の取り組むべき事業再生・経営改善支援

のポイント 
企業の海外進出～専門家としてアドバイスすべきこ

と～ 
金融機関の本音と対応のポイント 
企業の海外進出に当たって公認会計士が知っておく

べき知財の知識 
中小企業支援における税理士の役割 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
松井 大輔 
種別 公認会計士 名称 松井 大輔 店舗名 松井公認会計士事務所 
所在地 兵庫県西宮市大畑町 8番 20-208号 電話番号 0798-20-1101 
得意業種 製造業 卸売業 小売業 
業務歴 （過去の関与実績 － 監査法人勤務時代から通算して） 

サービス提供内容：中小企業の財務デュー・ディリジェンス 
経験企業数：20社程度 
企業規模：売上高 10億円～500億円 
 
（現在も継続的に関与している内容） 
サービス提供内容：事業承継後の経営改善 
経験企業数：2社 
企業規模：売上高 20億円程度 

自己 PR ・資金繰り予測の上で最も重要な、販売～在庫～購買の各管理におけるアドバイス業務

に長年取り組んで参りました。 
・単なる相談業務でなく、詳細なデータ分析をもとに経営者の想定を超える提案業務を

行うことこそが、公認会計士としての強みです。 
経営革新が必要な企業には、見過ごされてきたり手が付けられなかったりする大きな問

題が必ずあります。 
これら諸問題を掘り起こして解決策を提案し、ロードマップを作成し、進捗状況を確認・

アドバイスする、という業務を長年行っておりますので、ぜひご相談ください。 
受講した 
研修 

2014/03/29 近畿税理士会 中小企業支援における税理士の役割（ビデオ研修） 

協会役員歴  
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協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
米田 浩一郎 

種別 公認会計士 名称 米田 浩一郎 店舗名 米田公認会計士・税理士事務所 
所在地 兵庫県姫路市北条口1丁目24番地  金澤ビ

ル 3階  DAIKOKU CONSULTANT内 
電話番号 079-280-2102 

得意業種 サービス業（医療業） 製造業（化学工業） 料理飲食旅館業 
業務歴  
自己 PR 病院・クリニック・介護保険事業所の起業・経営改善支援に特に力をいれています（兵

庫県立大学医療経営専門職大学院修士）。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
馬詰 政美 
種別 税理士 名称 馬詰 政美 店舗名 馬詰政美税理士事務所 
所在地 兵庫県淡路市志筑 1392番地の 1 岡野ビル 電話番号 07996-2-4555 
得意業種 農林水産業 製造業 サービス業 
業務歴  阪神淡路大震災後に、小売商業等商店街活性化事業に参画した文房具･印鑑販売店の経

営改善計画書を兵庫県産業労働部産業政策局設備資金係に提出するために、その資料作

りを行った。売上高 66,000千円の法人１社である。 
自己 PR 特にありません。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
杉山 正幸 

種別 税理士 名称 杉山 正幸 店舗名 杉山公認会計士事務所 
所在地 兵庫県姫路市安田 4丁目 43番地 13 電話番号 0792-88-2631 
得意業種  
業務歴 財務分析、資金繰り表作成指導、原価計算（規定等）システム指導、経理規程作成指導 

３０社（売上高２億～１５０億） 
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 兵庫会幹事       
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協会委員歴 
（本部のみ） 

学校法人委員会 委員                   

 
濱田 隆祐 

種別 税理士 名称 濱田 隆祐 店舗名 濱田会計事務所 
所在地 兵庫県神戸市東灘区御影中町 3 丁目 2 番

4-3002号 
電話番号 078-955-5800 

得意業種 製造業 卸売業 サービス業 
業務歴 14年間在籍していた監査法人では、IPO準備を通じて中小企業様の内部管理体制の構築

支援、各種デューデリジェンス業務等を数十社させていただきました。 
現在は、濱田会計事務所を経営し、中小企業様の税務相談のほか、事業・資金計画策定

支援、経営革新計画の策定支援業務を数十社させていただいています。 
また、経営革新等支援機関としての活動は、各種補助金申請サポートのほか、銀行様か

らの依頼に基づき、経営改善計画策定支援業務を行いました。 
自己 PR 中小企業は、ほんの少しの事象で業績が左右されますので、専門家のアドバイスの違い

が、大きな結果の違いになります。税理士に加えて公認会計士を保有する強みは、会計・

経営全般にわたるアドバイスが可能であることです。私は、監査法人での実務経験より、

会社のあるべき経営管理体制を熟知していますので、税務はもちろん、経営管理、事業

資金計画、内部統制に至るまで幅広い視点でアドバイスを致します。 
時代は変化し、どんなに技術が進歩しても、経営の基本は「人」です。当事務所は、経

営者の皆様と意識を共有しながら、本音の議論や相談がリアルタイムにできる会計事務

所でありたいと考えています。 
受講した 
研修 

2014/04/10 
2014/03/26 
2014/02/10 
2014/02/05 
2014/01/30 
2014/01/29 
2014/12/12 
2014/10/24 
2014/10/11 

日本公認会計士協会 
近畿税理士会神戸支部 
自主開催（講師） 
日本政策投資銀行 
神戸税理士協同組合 
近畿税理士会神戸支部 
研友会（公認会計士団体） 
自主開催（講師） 
兵庫県中小企業団体中央会（講師） 

監査事例研修会 
銀行取引の極意教えます 
創業セミナ事業計画の立て方 
新融資スキームについて 
最近の金融・経済情勢 
税制実務上謝りやすい事例 
相続税の基礎知識 
創業時の税金の豆知識 
会計を経営に活かす～事業計画と資金

繰り計画～ 
協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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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） 

 

 
  



‐175‐ 

 

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  
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◆四国会（香川県、愛媛県、徳島県、高知県） 
大西 均 
種別 公認会計士 名称 大西 均 店舗名 公認会計士大西均事務所 
所在地 香川県高松市番町二丁目 11番 1号 電話番号 087-851-5222 
得意業種 建設業 小売業 その他（学校法人、社会福祉法人、医療法人） 
業務歴 経営計画書の策定支援、中小企業の株価評価・事業承継並びに相続税申告などの業務を

約２５年間実施し、地域における中堅・中小企業の支援に携わってまいりました。 
自己 PR 地域における中堅・中小企業の会計・税務業務を約２５年間行ってまいりました。バブ

ル経済後の企業の破綻もありましたが、不採算部門を整理し企業再生を果たした企業も

ありました。経営者の皆様の企業経営に向けた熱意とともに経営改善への支援を行って

まいります。 
受講した 
研修 

2013/07/09 
 
2013/09/05-06 
2013/11/19 
2013/11/20 

中小機構 
 
同上 
同上 
同上 

平成２５年度認定支援機関向け経営改善・事業再生研修

【基礎編】 
同上【実践力向上編】 
同上【個別分野コース・経営改善等計画策定演習】 
同上【個別分野コース・計画策定後のフォローアップ等】 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
塚本 秀和 
種別 公認会計士 名称 塚本 秀和 店舗名 塚本公認会計士事務所 
所在地 香川県丸亀市風袋町 9番地 2 電話番号 0877-22-8308 
得意業種 製造業   
業務歴 規模３０億円：原価低減方法の提案、業務プロセスの見直し、会社の意思決定に関する

内部統制の構築。 
規模２０億円：部門別原価計算および損益計算の方法構築、給与体系と人事考課のリン

クに関する方法提案、予定原価と実際原価の差異分析の応用など。 
規模５億円：変動損益計算書を用いて、企業の営業の方向性提案、稼働率との関係から

採択する事業の取捨選択方法の改善案提案。 
自己 PR  将来のビジョンを持っているものの、様々な制約で困難を極める企業への支援を歓迎

します。支援機関はあくまでサブの存在であり、自社の問題として正しく現状を認識し

ている経営者様のお役に立ちたいと考えています。 
受講した 
研修 

 会計士協会 
会計士協会 

中小企業金融円滑化法の期限到来後の対応について 
企業再生の実務 

協会役員歴  
協会委員歴  
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長地 孝夫 
種別 公認会計士 名称 長地 孝夫 店舗名 公認会計士 長地孝夫事務所 
所在地 徳島県徳島市福島 1丁目 6番 21号 電話番号 088-622-7484 
得意業種 製造業 小売業 サービス業 
業務歴 経営革新を行おうとしている顧問先に対して、経営資源や財務状況の分析、事業計画の

策定支援及びモニタリングを行い、その経営の改善を図るためのアドバイス等を適宜行

っていいる。これまでの実績としては、中小企業再生支援協議会による再生計画の策定

支援 3社、その企業規模は各社 3億円程度、財務書類の作成年間 80件、企業規模は 1億
～50億程度である。 

自己 PR 事業の再生に関しては、単に再生支援協議会との連携にとらわれることなく、依頼され

たクライアントの事業の再生のために、関連する商法や税法の幅広い知識と豊富な経験

をベースにして、どうすればそのクライアントを再生させることができるかという観点

から具体的な方法論を立案するという手法を得意としている。 
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題 27号「中小企業経営者に関係する
相続税制と手続きについて」の解説 

協会役員歴 四国会会長、本部常務理事、本部理事、四国会副会長、四国会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

継続的専門研修制度推進センター 委員                   

 
山地 圭二 
種別 公認会計士 名称 山地 圭二 店舗名 共同会計事務所 
所在地 香川県高松市天神前 7番 6号 電話番号 087-834-8855 
得意業種  
業務歴 創業支援、事業計画作成支援のほか、組織再編を用いた企業支援を実施 
自己 PR 企業が成長出来るよう企業の立場に立った支援を実施します。 
受講した 
研修 

2013/07/08-09 
2013/08/28-29 
2013/09/10 
2013/09/11 

中小機構 
中小機構 
中小機構 
中小機構 

基礎編 
実践力向上編 
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 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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渡辺 修 
種別 公認会計士、税理士 名称 渡辺 修 店舗名 渡辺公認会計士事務所 
所在地 愛媛県松山市久米窪田町 337番地 1 テクノ

プラザ愛媛 307 
電話番号 089-948-8961 

得意業種 宿泊業 飲食店 小売業 
業務歴 財務調査（10社以上）、Ｍ＆Ａ支援（5社）、事業計画策定支援とそのフォローアップ（10

社以上）、事業再生計画策定支援とそのフォローアップ（2社）、株式上場計画策定支援と
そのフォローアップ（10社以上）、事業承継計画策定支援とそのとそのフォローアップ（2
社）等の支援業務を売上高 5,000 万円から 100 億円未満の中小企業に対して提供した経
験があります。 

自己 PR 平成 25年に個人開業するまでは、監査法人、経営コンサルティング会社、ベンチャー企
業での勤務を通じて、中小企業を中心に法定監査、株式上場支援、事業再生支援、事業

承継支援を実施していまいりました。実家が同族会社経営を行っており、先代経営者と

その親族、並びに、後継者が抱える他人には打ち明けにくい悩みや不安を直接受け止め

る機会がこれまでに多かったため、それをしっかりと汲み取ったうえで事実関係を正し

く把握し、関係者に納得感と安心感をもっていただけるプランをわかりやすく提示して

はじめて支援者としての存在価値が生まれるという大原則のもとで日々業務に取組んで

います。 
受講した 
研修 

2013/11/21 四国税理士会 事業承継税制改正における実務上のポイント 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
小足 八州男 
種別 税理士 名称 小足 八州男 店舗名 小足八州男税理士事務所 
所在地 香川県高松市木太町 1783番地 1 電話番号 087-812-1405 
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 
（本部のみ） 
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◆北部九州会（福岡県、佐賀県、長崎県） 
小西 慎太郎 
種別 公認会計士、税理士 名称 小西 慎太郎 店舗名 小西公認会計士事務所 
所在地 福岡県福岡市中央区大手門 1 丁目 8 番 8 号 

ベイサージュ大手門 402 
電話番号 092-517-3505 

得意業種 情報サービス業 インターネット付随サービス業 飲食店 
業務歴 福岡で ITベンチャーの支援を中心にサービスを提供しております。 

創業したばかりのスタートアップの支援を得意にしております。 
自己 PR フレンドリーに相談できること、クイックレスポンスすることを心がけています。 

創業期からの支援を得意としております。単なる経理や税務だけでなく、会社の仕組み

を一緒に作成いたします。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
柴田 浩希 
種別 公認会計士 名称 柴田 浩希 店舗名 柴田浩希公認会計士・税理士事務所 
所在地 福岡県福岡市博多区博多駅東 2 丁目 5 番 28

号  博多偕成ビル 905 
電話番号 092-284-3193 

得意業種 業務及び資金改善 事業計画策定 原価管理 
業務歴 事業計画に基づいた業務及び資金改善。10数社、1億円程度 
自己 PR 曖昧となりがちの目的目標を明確にし、できること及びできないことを整理することか

らスタートします。 
現状認識をすることや将来設計をするための手段を提案していきます。 

受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
手塚 智三郎 
種別 公認会計士 名称 手塚 智三郎 店舗名 手塚会計事務所 
所在地 長崎県長崎市浜町 2番 8号  馬場総業ビル 4階 電話番号 095-824-0311 
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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松本 英徳 
種別 公認会計士 名称 松本 英徳 店舗名 公認会計士松本英徳事務所 
所在地 福岡県福岡市中央区高砂 1 丁目 20 番 10 号 

第二小林ビル 201号室 
電話番号 092-791-5324 

得意業種 不動産業 製造業 サービス業 
業務歴 財務書類の作成、中小企業の経営状況の分析、事業計画の策定支援・実行支援、合併・

事業譲渡等の組織再編ｺﾝｻﾙ、等(延べ 200件以上) 
自己 PR 経営計画は会社の意思表示を行う重要な資料です。会社の意思表示資料は会社自らが思

いを込めて作成すべきと考えております。 
ですから弊事務所のポリシーとして経営改善計画作成の代行は行いません。そのかわり、

社長様ととことん膝を突き合わせて経営計画の作成指導を行わせていただきます。銀行

提出の経営計画が専ら当初融資を通るためだけに作成し、実際の業績と経営計画が全く

整合しない経営計画を銀行提出する会社が多いですが、弊事務所はそのような指導は行

いません。銀行監査経験を通して培った本店審査部側の審査実務を熟知した会計士がし

っかりと経営革新を支援します。 
受講した 
研修 

2013年 
2013年 
07/05 

九州経済産業局 
九州経済産業局 
中小企業庁 

定例会・交流会 
定例会・交流会 
経営改善計画策定支援事業に関する研修会 実務編 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

公会計・監査特別委員会 委員、公会計委員会 独立行政法人専門部会 専門委員、 
公会計委員会 特殊法人・独立行政法人会計専門部会 専門委員               
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山口 徹也 
種別 公認会計士 名称 山口 徹也 店舗名 山口徹也公認会計士・税理士事務所 
所在地 福岡県北九州市若松区ひびきの 1番 8号  北

九州学術研究都市  事業化支援センター3階 
電話番号 098-616-8218 

得意業種 食料品製造業 各種商品小売業 建築材料、鉱物･金属材料等卸売業 
業務歴 金融機関に提出する借入金条件変更や日本政策金融公庫の資本性ローンのための経営計

画の策定及びモニタリングをはじめ会計要領チェックリストの作成、税額控除の申請等

を実施した。企業数は６社であり、これら企業の売上規模レンジは１億円～５億円が多

い。 
自己 PR リアルタイムで、再生案件や知的財産を含む事業評価、資金調達や条件変更に向けての

事業計画策定を行っております。 
そのため、最新事例に接していることが多く、ご利用の皆さまに経験で培われた事例の

中から、ベストプラクティスを提供申し上げられると自負しております。 
また、銀行、弁護士や司法書士、不動産鑑定士など他の専門家との連携もあり、事業承

継や株式公開などビジネスのいろいろなシーンからのリクエストをいただいておりま

す。 
最後に、ビジネススクールでマーケティング論を授業でもっていることもあり、現場の

最新情報を分析し情報提供していることもウリです。 
受講した 
研修 

2013/11/13 
2013/11/22 
2013/03/15 
2013/05/07 

中小機構 
中小機構 
TKC 
TKC 

経営革新等支援機関向けに実施した研修基礎編 
経営革新等支援機関向けに実施した研修実践力向上編 
中小会計要領初年度移行研修 
継続ＭＡＳによる事業計画策定支援の基礎研修会 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

九州実務補習所運営委員会 委員                   

 
吉田 辰昭 
種別 公認会計士 名称 吉田 辰昭 店舗名 吉田公認会計士事務所 
所在地 福岡県北九州市八幡西区岸の浦 2 丁目 4 番

18号 
電話番号 093-641-6616 

得意業種 無し   
業務歴 無し 
自己 PR  
受講した研修 2014/02/20 北部九州会 事業再生実務と公認会計士の役割について 
協会役員歴 日本公認会計士協会 北部九州会監事 日本公認会計士協会 北部九州会幹事 日本公

認会計士協会 北部九州会幹事     
協会委員歴 
（本部のみ） 

継続的専門研修制度推進センター 委員、九州実務補習所運営委員会 委員、 
ＩＴ委員会 委員               
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津上 雅博 
種別 税理士 名称 津上 雅博 店舗名 津上雅博税理士事務所 
所在地 福岡県糸島市浦志 1丁目 1番 5号 電話番号 092-324-1654 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴 日本公認会計士協会 北部九州会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

 

 
前田 拓也 
種別 税理士 名称 前田 拓也 店舗名 空欄 
所在地 福岡県福岡市中央区渡辺通 2丁目 1番 82号 

電気ビル北館 12階 
電話番号 092-713-2210 

得意業種  
業務歴 特になし 
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

九州実務補習所運営委員会 委員                   
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◆南九州会（熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県） 

安藤 友之 
種別 公認会計士 名称 安藤 友之 店舗名 安藤会計事務所 
所在地 宮崎県日向市上町 18番 14号 電話番号 0982-53-1226 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 南九州会幹事       
協会委員歴  
 
安樂 健一 
種別 公認会計士 名称 安樂 健一 店舗名 公認会計士安樂健一事務所 
所在地 宮崎県宮崎市船塚 3丁目 77番地 電話番号 0985-31-0686 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 南九州会副会長、南九州会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

継続的専門研修制度推進センター 委員                   

 
上川路 美恵野 
種別 公認会計士、税理士 名称 上川路 美恵野 店舗名 上川路美恵野会計事務所 
所在地 鹿児島県鹿児島市名山町 1番 3号 鹿児島ビル4階 電話番号 099-223-3465 
得意業種 サービス業（介護事業） その他の法人（学校法人） その他の法人（社会福祉法人） 
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

 東京会 
 
 
日本公認会計士協会 

経営改善計画策定支援事業に関する研修会 
－経営改善計画の策定方法、留意事項、理解しておくべき事

業の知見－ 
経営改善計画の策定支援業務の基礎と記載例の解説 

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

非営利法人委員会 委員                   
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川島 秀文 
種別 公認会計士 名称 川島 秀文 店舗名 川島公認会計士事務所 
所在地 宮崎県宮崎市広島 2丁目 8番 24号 電話番号 0985-26-2115 
得意業種 製造業 医療業 不動産業 
業務歴 事業計画(売上計画を除く)、資金計画の作成 

リスケに関する金融機関との交渉のアドバイス 
売上規模は５千万円から５億円 

自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 南九州会幹事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

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、 
経営研究調査会 再生計画検証専門部会 専門委員               

 
貞閑 孝也 
種別 公認会計士、税理士 名称 貞閑 孝也 店舗名 貞閑公認会計士事務所 
所在地 大分県大分市荷揚町 10番 10号 グリーンヒル 電話番号 097-535-2020 
得意業種 小売業 サービス業 製造業 
業務歴  
自己 PR  
受講した研修    
協会役員歴 南九州会副会長、本部理事、南九州会幹事 
協会委員歴  
 
土田 華寿磨 
種別 公認会計士、税理士 名称 土田 華寿磨 店舗名 土田公認会計士事務所 
所在地 熊本県熊本市中央区水前寺 6丁目 27番 20号  

神水恵比須ビル 304号 
電 話 番

号 
096-285-5085 

得意業種  
業務歴 熊本県中小企業再生支援協議会や福岡県中小企業再生支援協議会案件の財務 DD10 件程

度 
売上高 1億円程度から 10億円程度 

自己 PR 主に金融機関監査に従事しており、金融機関の自己査定等の経験が豊富である。 
現在も熊本県中小企業再生士会陰協議会案件を担当しており、企業再生に係る経営革新

等支援機関としての役割を発揮できる。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
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内藤 勝浩 
種別 公認会計士 名称 内藤 勝浩 店舗名 内藤公認会計士事務所 
所在地 大分県大分市大字三芳 680番地の 3 電話番号 097-546-1869 
得意業種 金融機関向け事業計画等資料作成支援 生産管理（原価計算、５Ｓ等） 販売管理（販

売先管理、新市場開拓、新製品開発等） 
業務歴 地方銀行勤務時に融資・投資・Ｍ＆Ａ・企業再生・企業診断等を、独立後は、事業計画

作成・フォローアップ、生産管理、販売管理等の経営管理コンサルティング等を経験し

ています。支援企業数は、累計で２００社以上になります。企業規模（売上高）等は、

数千万円の小規模企業から数十億円の中堅企業まで様々です。財務的な観点に加え、事

業・市場の観点、内部管理の観点、社長や組織等の企業文化の観点から現状分析を行い、

経営改善・企業再生の方向性の提案、フォローアップを実施します。 
自己 PR 公認会計士として、財務・内部管理等のアドバイスだけでなく、地方銀行での勤務経験

を活かして金融機関サイドの考えを意識した支援、中小企業診断士として生産管理や販

売管理等の経営管理等の提案も可能です。 
受講した研修    
協会役員歴  
協会委員歴  
 
林田 素行 
種別 公認会計士 名称 林田 素行 店舗名 林田公認会計士事務所 
所在地 熊本県熊本市中央区水前寺 5丁目 1番 13号 電話番号 096-387-5670 
得意業種 出版印刷業 医療法人 公益法人 
業務歴 ・創業支援 約１００件 売上高１０百万円～１００百万円 

・事業計画作成支援 約１００件 売上高１０百万円～５，０００百万円 
・事業承継 約３０件 売上高１億円～２００億円 
・Ｍ＆Ａ 約５件 ３件 小規模 
・金融、財務相談 多数  小規模から大規模まで 

自己 PR 会計、監査、税務、財務に関する実務経験が豊富です。 
受講した 
研修 

2013/04/24 
2014/01/29 
 
2014/01/25 
2013/10/24 

福岡財務支局九州経済産業局 
九州経済産業局中小企業金融

室 
大久保会計事務所 
日本公認会計士協会 

経営革新等支援機関定例会 
経営者保証に関するガイドライン及び経済

対策の説明会 
認定支援機関としての会計事務所の役割 
中小企業の経営者に関係する相続税制と手

続について 
協会役員歴 南九州会会長、本部理事、南九州会副会長、南九州会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

推薦委員会 推薦委員、継続的専門研修制度推進センター 委員                
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肥田木 良博 
種別 公認会計士 名称 肥田木 良博 店舗名 肥田木公認会計士事務所 
所在地 宮崎県都城市若葉町 45号 4番地 2 電話番号 0986-25-3543 
得意業種 創業支援 資金計画支援 企業再編 
業務歴 （売上規模 20億円以上）4社。銀行との交渉を含む再生計画及び資金計画策定支援、並

びに、中小企業再生支援協議会を通じての再生計画及び資金計画策定支援。経営合理化

のための事業分割、合併、M&A支援。 
（売上高 20億円未満）創業支援、資金計画策定支援、リスケジュール、事業分割、不正
摘発調査。 

自己 PR 当事務所は、公認会計士・税理士 2 名及び補助職員 6 名の体制で、補助職員も含め、既
述したような臨時的な中小企業の経営革新業務の依頼に対応できる体制を構築してい

る。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴 南九州会会長、本部理事、南九州会副会長、南九州会幹事 
協会委員歴 
（本部のみ） 

継続的専門研修制度推進センター 委員 税務業務部会 幹事 税務業務部会 分会 分
会長 継続的専門研修制度推進センター 委員             

 
松野下 剛市 
種別 公認会計士 名称 松野下 剛市 店舗名 松野下剛市公認会計士事務所 
所在地 鹿児島県鹿児島市上荒田町 22番 3号 育英社ビル2階 電話番号 099-221-7700 
得意業種 食料品製造業 宿泊業  
業務歴  
自己 PR  
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

学校法人委員会 監査基準改訂対応専門委員会 専門委員、学校法人委員会 委員、 
学校法人委員会 知事所轄学校法人監査対応専門委員会 専門委員、 
学校法人委員会 内部統制に係る委員会報告等見直し専門委員会 専門委員、 
学校法人委員会 委員会報告等見直し専門委員会 専門委員  
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◆沖縄会（沖縄県） 

嘉陽田 洋平 
種別 公認会計士 名称 嘉陽田 洋平 店舗名 嘉陽田公認会計士・税理士事務所 
所在地 沖縄県浦添市伊祖 1 丁目 21 番 2 牧港

建設第一ビル 301号 
電話番号 090-5089-8600 

得意業種 不動産業 サービス業 卸売業 
業務歴 【サービス内容/経験企業数/企業規模(売上高)等】 

・創業支援/数社/売上 100万円～7千万円 
・経営分析・財務分析/数社/売上 1億円～4,000億円 
・内部統制の構築/数社/売上 100億～200億 

自己 PR 当事務所では、沖縄の新規開業・起業、若手経営者を全力で支援いたします。 
お客様の親身になって、新規開業・起業後も節税対策、経理面、資金繰り管理の面から

サポートさせていただきます。 
受講した 
研修 

2014/01/15 
 
2013/12/19 

沖縄総合事務局経済産業部 
中小企業課 
沖縄税理士会、中小機構 沖縄
事務所 

認定経営革新等支援機関/資本性ローン 
 
事業承継支援研修 

協会役員歴  
協会委員歴  
 
城間 貞 
種別 公認会計士 名称 城間 貞 店舗名 城間公認会計士事務所 
所在地 沖縄県那覇市泊 1丁目 8番 13号 グランシ

ャトレ崇元寺 102 
電話番号 098-863-7527 

得意業種 金融業 不動産業  
業務歴  
自己 PR  中小企業の経営支援については、過去に沖縄県中小企業再生支援協議会において１０

件程度の案件に関与してまいりました。中小企業においては税務基準により財務諸表が

作成されているケースが多く、また経営者が会社の財務の実態を認識していないケース

もあるため、微力ながら中小企業の再生に尽力していきたいと思います。 
受講した研修    
協会役員歴 沖縄会会長、沖縄会副会長、本部理事     
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 幹事、税務業務部会 分会 分会長、広報委員会 専門研究員、 
継続的専門研修制度推進センター 委員、非営利法人委員会 委員、 
継続的専門研修制度推進センター 第二部会 委員     
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玉元 宏志 
種別 公認会計士 名称 玉元 宏志 店舗名 玉元公認会計士事務所 
所在地  電話番号 098-879-2010 
得意業種  
業務歴 支援機関としては、1月に認定を受けたばかりであり、現在、経営改善支援を 1社実施し

ています。会社の規模は売上高 1億円程度の卸売業です。 
自己 PR 経営改善支援計画の策定等を中心に、中小企業のお役にたてればと考えております。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 

税務業務部会 副分会長、広報委員会 専門研究員                 
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本永 敬三 
種別 公認会計士、税理士 名称 本永 敬三 店舗名 本永敬三公認会計士・税理士

事務所 
所在地 沖縄県浦添市内間 4丁目 24番 5-401号 ルベライト 電話番号 098-943-1298 
得意業種 製造業 サービス業 卸売業 
業務歴 監査法人での会計監査、財務局での金融検査を通した様々な業種・規模の財務内容を検

討するだけではなく、沖縄県中小企業再生支援協議会の統括責任者補佐として、中小企

業再生支援業務に従事する事で、直接、中小企業からの相談に対応した経験を持ってお

ります。 
【上記の実務経験から得意としている主なもの】 
財務諸表の重要性、仕組み、経営意思決定への活かし方などの助言 
金融機関の貸出先である企業の資産査定、信用リスク管理の経験を活かした資金繰り支

援、財務内容の健全化 
経営改善に必要な窮境要因の実態把握、経営改善計画の立案とその後のフォローアップ 

自己 PR ご依頼をいただいた方のご要望の根本を解決する真の支援をいたします！ 
 公認会計士として、主に上場会社の会計監査業務に従事しておりましたが、２年間の

財務局への出向中に金融検査業務に従事し、その業務の一つである融資審査の検査を経

験している内に、中小企業こそが経済の原動力となるべきではないかと考えるようにな

りました。 
 現在は、中小企業の皆様方の様々な相談に対し、相談される方とその関連する方たち

の立場を十分に考え、一つ一つ真摯に向かい合い、解決する糸口を探すお手伝いをする

べく、日々、自己研鑽に励んでおります。 
受講した 
研修 

2013/07/18 
 
2013/07/20 
2013/08/03 
2013/08/17 
2013/08/31 
2013/09/12 
2013/09/26 
2013/11/05 
 
2013/12/04 

中小機構 
 
沖縄県産業振興公社 
沖縄県産業振興公社 
沖縄県産業振興公社 
沖縄県産業振興公社 
沖縄県産業振興公社 
沖縄県産業振興公社 
中小機構 
 
中小機構 

認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【実践力

向上編】 
グローバル人材育成セミナー チームビルディング 
同上 ファシリテーション 
同上 問題解決 
同上 交渉力 
同上 グローバルコミュニケーション 
同上 異業種交流 
認定支援機関向け経営改善・事業再生研修【経営改

善等計画策定演習】 
同上【計画策定後のフォローアップ等】 

協会役員歴 沖縄会監事       
協会委員歴 
（本部のみ） 

ＩＴ委員会 委員                   

 
以  上  


