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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 

＜会員以外の法人編＞ 

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29年３月 ９日 更新 

日 本 公 認 会 計 士 協 会 

 
１．並び順は、法人名から「税理士法人」又は「株式会社」等を抜いた50音順としています。 

２．当協会が行った調査に対して回答があった法人単位で掲載しています。 

３．以下に掲載する税理士法人や株式会社等は、当協会の会員には該当しません。 ただし、会員の名簿

を公表するとの観点から、代表者が当協会の会員（公認会計士）であるとの確認がとれた法人につ

いては、「会員以外の法人編」として掲載しています。 

４．「得意業種」「業務歴」「自己PR」の項目は、各会員が回答したデータに基づいて表示しています。そ

の内容の信頼性について当協会は検証等を行っておりません。 

５．☆のついている法人は、直近の更新で新たに名簿に追加した法人です。 
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税理士法人 
税理士法人アーク・パートナーズ 
種別 税理士法人 名称 税理士法人アーク・パ

ートナーズ 
代表の 
公認会計士 

手塚登（統括パートナー） 
後藤大輔（パートナー） 
兼田康文（パートナー） 
寺崎晋介（パートナー） 

所在地 
 

福岡県福岡市西区内浜 1-7-1 
北山興産ビル 3F （福岡事務所） 

電話番号 092-834-6456 

得意業種 卸売業 小売業 サービス業 
業務歴 記帳代行、給与計算、決算業務、税務申告、資金繰支援（金融機関交渉）、事業計画策定

支援の業務を実施 
顧問契約先について随時業務提供しているため、企業数、企業規模の記載するのは困難

なためここでの記載は省略します。 
自己 PR 企業経営は「事業」と「財務」の両輪で成り立つと言われます。税理士法人アーク・パ

ートナーズが考える経営革新等支援機関の本質的な役割は、「企業経営の一輪である『財

務』をサポートすることで、より強い企業経営の実現を支援すること」です。税理士法

人アーク・パートナーズは自らの役割を明確に認識し、中小企業のみなさまが事業に集

中できる環境づくりに努めます。 
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税理士法人青山パートナーズ 
種別 税理士法人 名称 税理士法人青山パート

ナーズ 
代表の 
公認会計士 

馳 雅樹（代表パートナー） 
坂巻靖哲（代表パートナー） 

所在地 東京都港区南青山 6-12-1 
TTS南青山ビル 4F 

電話番号 03-5464-1144 

得意業種 インターネット関連ビジネス（食品・アパレル・雑貨等販売、福利厚生サービス、ポイ

ント提供等） エンタテイメント関連ビジネス（放送、映画、ゲーム、音楽、新聞、モ

バイルコンテンツ、スポーツ、芸能等） その他（小売業・卸売業・人材派遣業等） 
業務歴 成長意欲の高い企業に特化した成長支援サービスを提供しています。 

①創業間もない時期から関与し複数の企業を上場まで導き、上場後も一貫した支援を続

けています。 
②成長を支援するため、資金調達支援（事業計画策定支援、現況を伝えるコメントを付

した中小企業会計基準チェックリストの積極的発行、協力金融機関との連携、資本政策

策定支援、増資の際の株価算定支援等）を積極的に行っています。 
③成長のための土台を支えるため、グループ各社や連携プロフェッショナルとともに成

長段階特有の問題を含め、高度な会計、税務、労務を含む経営管理サービスを提供して

います。 
自己 PR 税理士法人青山パートナーズは、成長意欲の高いベンチャー企業を中心に創業から上場

規模までを一貫して支援する会計事務所です。 
創業期の記帳指導や各種届出書の作成支援、法人の税務申告はもちろん、オーナーの所

得税申告、ご一族の相続対策も含めて総合的関与が可能です。 
顧問契約によるサポートの他、グループ再編等に関する個別コンサルティング・会計・

税務支援などをスポット業務として提供することも可能です。 
経営革新等支援機関としても、複数のお客様で設備投資減税の支援を実現しています。 
積極的な成長を少し高い意欲で望まれるお客様、是非、お気軽にご相談ください。 

 
税理士法人石川オフィス会計 
種別 税理士法人 名称 税理士法人石川オフィス会計 代表の 

公認会計士 
石川 豊（代表者） 

所在地 香川県高松市福岡町 2-20-23 電話番号 087-821-5577 
得意業種 水産養殖業 食料品製造業 不動産取引業 
業務歴  
自己 PR  
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イノベンス税理士法人 
種別 税理士法人 名称 イノベンス税理士法人 代表の 

公認会計士 
岩村 浩秀（代表社員） 
大森 健一（社員） 

所在地 東京都中野区東中野 2-1-6 東中野NHビル 電話番号 03-3363-1604 
得意業種 運送業 不動産業 小売卸売業 
業務歴 財務 
自己 PR 中小企業の財務、経営の経験に質・量ともに豊富な事務所です。 
 
オヤマ税理士法人 
種別 税理士法人 名称 オヤマ税理士法人 代表の公認会計士 小山 かほる 
所在地 宮城県仙台市宮城野区五輪一丁目 6-6 電話番号 022-299-0768 
得意業種  
業務歴  
自己 PR  
 
かがやき税理士法人 
種別 税理士法人 名称 かがやき税理士法人 代表の 

公認会計士 
奥村隆志（代表社員） 
奥村祥乃（代表社員） 

所在地 滋賀県大津市大萱 1-17-5 本郷第2ビル 5階 電話番号 077-543-0881 
得意業種 業種は問いません   
業務歴 経営改善計画策定支援 5件（売上高 10億円以下） 

経営改善計画策定支援 2件（売上高 200億円以上） 
自己 PR 経営改善支援センターの補助金を利用した経営改善計画の策定支援業務を多数手掛けて

おります。 
銀行業の監査を継続して行っており、その経験を活かして、金融機関のご理解をいただ

けるような経営改善計画の策定支援を得意としております。 
 
かがやき税理士法人 
種別 税理士法人 名称 かがやき税理士法人 代表の公

認会計士 
稲垣 靖（代表社員） 

所在地 愛知県安城市末広町 9番 15号 電話番号 0566-77-0803 
得意業種 製造業、建設業、サービス業、医療法人 
業務歴 ・税務顧問先 550社 

・経営改善計画策定支援事業（補助金事業）  利用申請  8件 
自己 PR ・経営改善計画策定推進において、地域金融機関との連携は不可欠です。 

 地域金融機関との信頼関係に基づいた支援業務を実施し、御社の事業を全面的にバッ

クアップいたします。 
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税理士法人協和会計事務所 
種別 税理士法人 名称 税理士法人協和会計事務所 代表の公認会計士 高山 昌茂 
所在地 東京都千代田区神田神保町 3－23－2錦明ビル 電話番号 03－6261－4172 
得意業種 卸売業・小売業・サービス業その他 
業務歴 昭和 5年から中小企業の支援をしており、協和監査法人とともに協和会計グループを構成

しています。 
中小企業の税務申告、経営相談・事業承継・資本対策・組織再編等を支援してきました。 
事業会社の他、公益法人・組合・社会福祉法人・医療法人・ＮＰＯ法人等も支援してきま

した。 
自己 PR 質の高いサービスから得られた信頼は私たちの誇りで、ご契約いただいた企業とは長いお

付き合いを続けています。 
会計・税務に精通した専門家が、主副 2人体制でクライアントを担当いたします。 
私たちは、経営者とじっくり話し合うことを大切にしています。 
スタッフは、税理士や科目合格者が多く、また、研修会等も毎月行っており、クライアン

トに質の高いサービスを提供いたします。グループ内には、経済産業省の「中小企業政策

審議会」の委員であるスタッフがおり、中小企業に関する最新の政策や補助金などの情報

が得られ、適時にお伝えできることが強みです。 
 
協和会計グループとして、協和監査法人（東京都）と連携してクライアントをサポートす

る充実した体制を整えています。 
更に、世界的な会計・税務・法律等の専門家集団でありますＧＧＩグループ（本部スイス・

約 155ヶ国）に加盟しており、海外進出のサポート体制も備えています。 
 
税理士法人グローバル･パートナーズ 
種別 税理士法人 名称 税理士法人グローバ

ル･パートナーズ 
代表の 
公認会計士 

関口 泰央（代表社員） 
堀江 明弘（代表社員） 
西片 大 （代表社員） 

所在地 東京都千代田区六番町 2-8 番町Mビル 3F 電話番号 03-5275-1060 
得意業種 情報サービス業 その他サービス業  
業務歴 現在のところ、ありません。 
自己 PR  
 
税理士法人後藤会計事務所 
種別 税理士法人 名称 税理士法人後藤会計事務所 代表の 

公認会計士 
後藤 吾郎（代表） 

所在地 徳島県徳島市中洲町 2丁目 5番地 電話番号 088-623-6601 
得意業種 建設業 サービス業 その他の法人 
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業務歴 経営状況の分析、事業計画の策定支援・実行支援、経営改善のためのコンサルティング

業務、財務調査、事業調査、企業再生スキームの立案・実行支援、創業支援、Ｍ＆Ａ、

事業承継、金融・財務・税務などの業務を多数経験しております。 
自己 PR 中小企業者が経営革新等支援機関をご利用いただくことによって、中小企業者の経営者

の方が得意とはしない分野、例えば、事業計画書作成支援、資金計画作成支援等を実施

することが可能になります。また、当事務所では、単なる計画書作成支援業務のみなら

ず、管理会計情報の提供などを通じて経営意思決定に役に立つ会計数値を作成し、経営

改善のお手伝いをさせていただきたいと思っております。 
 
ぐんま税理士法人 
種別 税理士法人 名称 ぐんま税理士法人 代表の公

認会計士 
小林 浩一 

所在地 群馬県高崎市下横町 10番地 6 電話番号 027－323-4439 
得意業種 小売業、飲食業、運送業、電気機械器具製造業、建設業 
業務歴 昭和 39年より、群馬県を中心とする中小企業に対して税務会計、事業計画作成、会社設

立支援、資金調達などのサービスを提供してきました。 
近年では、Ｍ＆Ａや業務提携サービスなどに力を注いでいます。 
認定支援機関としては、今年度は経営改善策定支援を 5 件、創業助成金の申請支援を 5
件手掛け 3 件が採択されました。また日本政策金融公庫の中小企業経営力強化資金のた
めの事業計画作成、生産性向上設備投資促進税制の公認会計士による確認書の作成など

も随時行っております。 
広告代理店とのコラボレーションによる市場調査や営業戦略の策定サービス、および管

理総務業務の代行業務（ＣＦＯ代行）なども行っております。 
自己 PR ぐんま税理士法人は、関与先企業様の成長、繁栄のために総合的な 経営支援を提供する

ことを経営理念としております。 
税理士は中小企業の経営者様にとって一番身近な企業経営の 専門家だと考え、税務のみ
ならず法務、労務、マーケティングなど 様々な分野の経営サービスを提供することを心
がけています。 

 
税理士法人小山会計 
種別 税理士法人 名称 税理士法人小山会計 代表の 

公認会計士 
小山 秀喜（代表） 

所在地 長野県上田市古里 692番地 2 電話番号 0268-22-7615 
得意業種 建設業 製造業 その他医療法人 
業務歴 これまでに地元中堅中小企業の起業業務・再生業務・事業承継業務(M＆A業務含む)・合

併および分割また持ち株会社化含む事業再編業務について相当数の実績を積んでおりま

す。 
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自己 PR 地域に密着した会計事務所として、公認会計士・税理士・中小企業診断士・社会保険労

務士行政書士等各種専門家集団により中堅中小企業に対しての経営改善策を一緒に考

え、行動を共にしてゆきます。 
 
さくら税理士法人 

種別 税理士法人 名称 さくら税理士法人 代表の 
公認会計士 

竹内 洋一（代表） 
大寺 健司（代表） 

所在地 徳島県徳島市佐古五番地 2番 5号 電話番号 088-625-2556 
得意業種 建設業 食料品製造業 小売業 
業務歴 サービス提供内容（経営改善計画書の作成支援。金融機関とのバンクミーティングの資

料作成と立ち合い。）。経験企業数（２０社程度）。企業規模（売上高２０億程度から１億

円程度まで様々） 
自己 PR 経営者に寄り添って実現可能な支援を実行しています。 
 
宗和税理士法人 

種別 税理士法人 名称 宗和税理士法人 代表の 
公認会計士 

川北 博（代表社員） 
徳永 信（代表社員） 

所在地 東京都中央区日本橋茅場町 2-3-6 宗和ビル8階 電話番号 03-3669-8085 
得意業種 製造業 建設業 その他 
業務歴 経営効率化のための事業統合などに関する経営計画の策定、１社、５０億 

生産性向上のための設備投資計画、１社、１００億 
自己 PR  
 
タクス税理士法人 

種別 税理士法人 名称 タクス税理士法人 代表の 
公認会計士 

田中   誠（代表社員） 
廣瀬 信二（代表社員） 
宇都 弘隆（社員） 

所在地 渋川市新町 1931－23 
豊島区西池袋 3－21－13－313 
前橋市住吉町 1－14－1 

電話番号 0279-20-1700 
03-5956-2777 
027-232-2841 

得意業種 建設業・小売業・料理飲食旅館業 
業務歴 得意業種に掲げる企業を中心に、遊休資産の処分、人件費の見直し等を通して、実現可

能と評価される経営改善計画の策定を数多く実施しています。関係機関からも多くの評

価をいただいています。 
自己 PR 公認会計士を中心に、税理士、社会保険労務士も常駐スタッフとして、チームを組んで

再生に携わっており、総合力を生かした支援に定評があります。 
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税理士法人常山総合会計事務所 
種別 税理士法人 名称 税理士法人常山総合会計事務

所 
代表の 
公認会計士 

常山 邦雄 

所在地 東京都文京区湯島 3丁目 23番 8号 
第六川田ビル 201号 

電話番号 03-3834-2995 

得意業種 製造業 機械工業 製造業 その他の製造業 卸売業 
業務歴 中小企業の財務諸表諸表の作成（600 社）中小企業の経営状況の分析(300 社）事業計画

の策定支援・実行支援（100社）の業務経験があります。 
自己 PR  
 
税理士法人東京会計 
種別 税理士法人 名称 税理士法人東京会計 代表の 

公認会計士 
木下 英二(代表) 

所在地 東京都港区新橋 5-28-7 新橋安達ビル6階 電話番号 03-3433-7866 
得意業種 料理飲食旅館業 小売業 サ－ビス業 
業務歴 １）サ－ビス内容 ３期経営計画書の作成、年次資金計画表、年次利益計画表の作成、           

益分岐点の分析、最適役員報酬計算、再建案（リストラ含む）の作成、         

再生スキ－ムの作成その他 
２）経験企業数  資本金１０００万円の会社から資本金１億円まで約１５社      

３）企業規模   売上高８０００万円から売上高２０億円未満の規模の会社 
自己 PR 当事務所は困難に陥った企業を救うために、できる限りの実現可能な再建案を考え、そ

の再建策を経営者とともに実行し、そして事業を守り家族を守り再生を果たすお手伝い

をします。どのような状況に陥っても決してあきらめることはありません。必ず夜明け

は来ます。 
来たるべき夜明けに向かって当事務所はすべての知識を動員し考えられるだけの知恵を

出しつくして経営者のお手伝いをするのです。 
 
パートナーズ綜合税理士法人 
種別 税理士法人 名称 パートナーズ綜合税理士

法人 
代表の 
公認会計士 

中尾 健（代表社員） 

所在地 東京都中央区京橋 1-3-1 八重洲大栄ビル12階 電話番号 03-3510-1053 
得意業種 製造業、卸売業、小売業 
業務歴 税理士法人をはじめとするパートナーズ・グループとして、多くの中小企業再生支援協

議会の再生計画策定支援業務に従事。また、事業承継、組織再編、M&A等の外的手法に
よる改善から、経営分析、内部管理体制の整備支援等の内的改善まで幅広く対応。また、

主に対応する 
上記以外にも、担当者レベルで数十件の各種公的・私的再生案件への従事経験あり。 
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自己 PR パートナーズ綜合税理士法人は、税理士・公認会計士をはじめとするプロフェッショナ

ルが、事業承継、企業再生や内部統制・内部管理体制の構築など、税務・財務・会計を

中心とするクライエントのあらゆる悩みを解決いたします。また、弁護士、社会保険労

務士、司法書士と連携し、ワンストップサービスを提供します。 
 
税理士法人ファースト会計事務所 

種別 税理士法人 名称 税理士法人ファースト会計事

務所 
代表の 
公認会計士 

松澤 進（所長） 

所在地 東京都品川区南大井 6-17-15 第2タジマビル 401 電話番号 03-3766-5801 
得意業種 小売業（各種商品小売関連） 運輸通信事業（IT 開発関連） サービス業（インターネ

ット関連） 
業務歴 税理士として、中小企業の申告をはじめとした税務サービスはもちろん、経営計画の立

案、金融機関との橋渡し、民事再生をはじめとした破たん処理などを手掛けてきた。 
企業数としては 20社ほど、売り上げ規模は、5000万円程度から 10億円程度までの範囲
である。 

自己 PR 常にクライアントに寄り添い、業態や経営者の意向を十分に理解したうえで、企業成長

や融資引き出しのための経営計画の策定や、納税のための資金繰り、節税プランなどを

提案しています。サービス業から製造業まで幅広い分野のクライアントとお付き合いし

ているので、ほとんどの分野に対応できると自負しています。サービス提供後の料金は

応談ですが、サービス開始までの面談・相談では料金をいただきません。お気軽にご連

絡ください。 
税理士法人とは別に会計士として再生案件を数多く手掛けており、その規模は上場会社

から小規模の飲食店まで多岐にわたります。 
 
税理士法人ブレイン 

種別 税理士法人 名称 税理士法人ブレイン 代表の 
公認会計士 

岡田 博憲（代表社員） 
倉島  進（代表社員） 
岩井 正彦（社員） 

所在地 大阪府大阪市北区西天満 4丁目 13番 8号 
尼信ビル 8階（本店） 

電話番号 06-6363-8338 

得意業種 機械工業 食料品製造  
業務歴 通常の税務顧問業のほか、事業再生支援、民事再生計画立案および遂行、台湾進出支援、

事業承継のためのグループ再編など 
経験企業数 累計 ２００社ぐらい 
企業規模 創業から年商２０億程度まで 
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自己 PR  事業再生計画の作成にあたっては、過去の決算書を残高の再検証という観点から修正

し、その上で将来的な事業計画を作成する必要があります 
 事業計画を作成しても役に立たないと思っておられる経営者も多いと思いますが、中

小企業こそ事業計画という形で社長の思いを従業員全員に周知することが必要です 
 特に、経営再建の場面ではどこまでがんばれば、いい会社になるのか、売上・利益と

ともに、時間的な見通しも示すことが重要です 
 
税理士法人報徳事務所 

種別 税理士法人 名称 税理士法人報徳事務所 代表の 
公認会計士 

赤岩 茂（代表社員） 

所在地 茨城県古河市西牛谷 1020-1 電話番号 0280-32-9511 
得意業種 製造業 飲食業  
業務歴 ・経営革新計画の承認申請支援 ７０社強 平均数億円 

・経営改善計画策定支援 １０数社 
自己 PR  
 
 
 
税理士法人松澤毛利会計 

種別 税理士法人 名称 税理士法人松澤毛利会計 代表の 
公認会計士 

毛利 弘基（代表） 

所在地 愛知県名古屋市西区中小田井 1-655 （本店） 電話番号 052-502-2577 
得意業種 製造業   
業務歴 ・経営改善を目的とした経営管理や経営分析の実施 

・資金調達に関する金融機関との交渉、法律等その他の専門家との相談 
・経費削減・業務の効率化のアドバイス 
・M&A、ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ 
・海外展開支援、海外税務アドバイス 
・公益法人認定支援業務 
・事業承継、相続対策 
・上場準備 
数百社をこれまで支援 

自己 PR 設立から上場支援まで、会計・監査に限らず経営面のコンサルティング業務に応じるこ

とができます。財務数値には会社の現状や将来を暗示するありとあらゆる情報が集約さ

れており、この財務数値を分析して経営全体の状況を把握し、専門知識と豊富な業務経

験を活かして、適切な経営アドバイスを行います。 
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マネージポート税理士法人 
種別 税理士法人 名称 マネージポート税理士

法人 
代表の公

認会計士 
佐々木 健郎（代表社員） 

所在地 東京都新宿区新宿２－１－８ 
エスケー新宿御苑ビル４階／６階 

電話番号 ０３－６３８０－６３７２ 

得意業種 製造業、水産加工業、卸売・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】 
‒ 中小企業再生支援協議会案件：７件 
‒ 東日本大震災事業者再生支援機構案件：８件 
‒ その他：５件 
＊過去実績はいずれも 2014年 1月から 8月まで 

自己 PR ‒ 当社は、事業再生を専門として業務経験を積んだ公認会計士、税理士を中心に設立

されたコンサルティング会社であり、上場会社から中小企業の支援経験があります 
‒ 製造業、水産加工業、卸売・小売業、サービス業を中心に多様な業種の支援経験が

ございます。 
‒ 事業者の再生ステージに応じ、債権放棄からDDS・リスケに至るまでの各段階で
必要な金融支援に対応したサービスを提供しております。 

‒ 特に、事業計画成立後のモニタリングフェーズを見据えた事業DD、事業計画策定
を得意としております。 

 
税理士法人丸の内アドバイザーズ 
種別 税理士法人 名称 税理士法人丸の内アドバイ

ザーズ 
代表の 
公認会計士 

岩松 琢也（代表社員） 

所在地 東京都港区西新橋 3-23-6 第一白川ビル6-A1 電話番号 03-6721-5157 
得意業種 小売業 不動産業 医療、介護、福祉事業 
業務歴 以下のような業務経験があります。 

事業計画の策定支援 
計画策定後のモニタリング 
事業承継に関するコンサルティング 
事業承継、相続対策のための株価算定 
事業承継、相続対策のための計画の策定支援 
後継者不在の場合のＭ＆Ａの検討 
事業拡大を目的としたＭ＆Ａに関するコンサルティング 
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自己 PR 事業計画の作成支援の際には、その後のモニタリングとフィードバックも行うようにし

ております。 
制度融資を受ける際の事業計画作成支援や、優遇税制の適用を受ける際のご相談にも対

応しております。 
事業承継や相続対策のご相談や、事業拡大等を目的としたＭ＆Ａについてのコンサルテ

ィングも行っております。 
 
メイ・セブンス税理士法人 

種別 税理士法人 名称 メイ・セブンス税理士

法人 
代表の公

認会計士 
高橋一俊（代表社員） 

所在地 東京都新宿区四谷１－２１－３戸田ビル３

Ｆ 
電話番号 03（5366）0650 

得意業種 医療法人、ＩＴ関連業、製造業 
業務歴 開業（支店出店含む）支援 15件以上 経営改善計画策定支援5件以上、Ｍ＆Ａ案件にお

ける事業価値・買収価額算定業務、事業承継支援、企業閉鎖案件支援 各数件など 
自己 PR 事業を取り巻く情勢の変動やリスクはますます多様化拡大化しています。当法人は長年

にわたり中小企業の経営をサポートする仕事を続けてきました。特に、事業承継、事業

再編、事業再生等事業そのものの根本に手をつける改革をする場合、税金の問題が必ず

絡んできます。法人税だけでなく、所得税、相続税･贈与税、消費税等を多角的に検討し

たシュミレーションが必要となります。当法人は、資産税の経験豊富な税務スタッフを

擁しており、税務コンサルティングを含む総合的支援を提供できます。 
 
税理士法人山岸会計 

種別 税理士法人 名称 税理士法人山岸会計 代表の 
公認会計士 

山岸  博（代表） 
山岸 崇裕（代表） 

所在地 東京都新宿区新小川町 1-14 
飯田橋リープレックス B’s 2階 
（デルソーレ・コンサルティング株式会社内） 
（東京オフィス） 

電話番号 03-6265-3058 

得意業種 機械工業 インターネット付随サービス業 建設業 
業務歴 約 100社～200社 

税務顧問、Ｍ＆Ａ、事業再生、企業価値評価 
売上 0円～50億円 

自己 PR 認定支援機関（税理士法人）で創業 34 年（1980 年創業）の会計事務所です。会社の課
題を社長と共有し、そのソリューションを一緒に考え解決していきます。金融機関とも

蜜に連携しており、事業計画や資金調達をご支援しております。 
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税理士法人優和 
種別 税理士法人 名称 税理士法人優和 代表の 

公認会計士 
渡辺 俊之  （代表社員） 
菱田 多賀志（代表社員） 
楢原 功    （代表社員） 
飯野 浩一  （代表社員） 

所在地 東京都港区芝 4-4-5 
三田 KMビル 2階（本店所在地） 

電話番号 03-3455-6666 

得意業種 製造業 卸・小売業 建設・不動産業 その他の法人 
業務歴 税務相談・申告、財務書類の作成、財務コンサルティング、経営革新計画の策定支援、

補助金申請時の経営計画作成支援 等 
自己 PR 当税理士法人は、東京・京都・茨城・埼玉のそれぞれの地域で 30年から 50年以上にわ

たる長い歴史と豊富な実務経験を持つ会計事務所が統合して誕生した税理士法人です。 
これまで、顧問先企業への短期・中期経営計画や、長年にわたる地域金融機関の監査人

の立場から金融機関の評価を高める決算書の作成支援を行うなど、豊富な実績を重ねて

まいりました。そして、そこで培ったノウハウを様々な中堅中小企業の経営革新支援業

務で活かしております。 
また、経営計画策定時に作成する「実現可能性の高い抜本的な経営改善計画」（いわゆる

実抜計画）や「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画」（いわゆる合実計画）の作成

支援を通じて、成長企業から経営改善を必要とする企業まで、幅広い中堅中小企業の経

営革新を支援しております。 
 
優経税理士法人 
種別 税理士法人 名称 優経税理士法人 代表の公

認会計士 
酒井規勝（代表社員） 

所在地 東京都新宿区神楽坂 6-48 TOMOS 神楽坂 4
階 

電話番号 03-5206-7457 

得意業種 製造業・サービス業・不動産業 
業務歴 新宿区神楽坂で 20数年に渡って中小零細企業から中堅企業まで、一般事業会社から公益

法人・医療法人まで、経営者の皆様の理念と人柄に共感しながらご支援差し上げてきま

した。時にはご担当の金融機関と協力して、資金繰り改善や収益改善をサポートし、お

客様の世代交代に際しましては、経営承継と財産承継に留意して効率的な事業承継の実

現をご支援してまいりました。 
自己 PR ホスピタリティとフットワークの良さを重視してスピーディーできめ細やかな対応を実

践しております。専門的知識の習得には特に留意し、弁護士・司法書士・社会保険労務

士とは緊密に連携してお客様にとって一番良い方法をご提案差し上げております。採用

するスキームや税務処理に関しては、必要と判断した場合は、他の公認会計士・税理士

とも連携・確認して細心の注意を払ってリスクを回避しながら、お客様のメリットを最

大限実現できるように留意しております。 
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税理士法人吉永会計事務所 
種別 税理士法人 名称 税理士法人吉永会計事務所 代表の 

公認会計士 
西村 純史 

所在地 滋賀県近江八幡市桜宮町 206番地 電話番号 090-7346-0776 
得意業種  
業務歴  
自己 PR 地域金融機関と連携しており、金融機関との交渉が必要な地域中小企業の再生において

強みがあります。 
 
若葉総合税理士法人 
種別 税理士法人 名称 若葉総合税理士法人 代表の 

公認会計士 
太田 修二（代表社員） 

所在地 愛知県名古屋市名東区本郷 2-229-1 電話番号 052-769-6200 
得意業種 窯業 医療機関 飲食業 
業務歴 税務指導、経営計画策定、コンピュターシステムの開発 

企業数 200件 
企業規模 3000万円～100億 

自己 PR 幅広い業種の顧問を経験していることから対応できる業種が広い 
税理士として比較的小規模の企業から大企業までの対応ができる 

 
  



‐14‐ 

 

コンサルティング会社 
あがたグローバルコンサルティング株式会社 
種別 コンサルテ

ィング会社 
名称 あがたグローバルコンサルテ

ィング株式会社 
代表の 
公認会計士 

小林 邦一 
（代表取締役社長） 

所在地 東京都中央区京橋 1-1-9 入船本館7階（東京本社） 電話番号 03-5200-1055 
得意業種 建設業 料理飲食旅館業 サービス業 
業務歴 ①私的整理における財務デューデリジェンス、事業デューデリジェンス、事業再生計画

の作成支援 40件程度、②中小企業再生支援協議会の二次対応における財務デューデリジ
ェンス及び事業デューデリジェンス 10件程度、③政府系機関による支援案件に係わる財
務及び事業デューデリジェンス並びに再生計画立案 5 件程度、④法的整理における監督
委員補助や財産評定数件（弊社の関連会社であるあがたグローバル税理士法人（前身の

朝日長野税理士法人）を含む）。企業規模は数億円から数十億円程度。 
自己 PR 弊社は経験豊富な税理士・公認会計士が一体となって、サービス提供を行っております。

複数の専門家により、スピード感を持って、会計・税務・経営を全面的にバックアップ

致します。 
 
SAI経営総研株式会社 
種別 コンサルテ

ィング会社 
名称 SAI経営総研株式会社 代表の 

公認会計士 
瀧元 一（代表取締役） 

所在地 兵庫県姫路市南車崎 2-3-48 三幸ビル2階 電話番号 079-228-0693 
得意業種 製造業 飲食業 サービス業 
業務歴 経営改善計画の策定×3 
自己 PR 再生計画策定は、既に 10件を超えました。リスケに関する企業からの問い合わせも相次

いでいます。経験の積み重ねもありますし、姫路の金融機関・商工会議所とは良好な関

係を構築しています。会社の資金繰り改善のお役に立てると思います。 
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株式会社スピアヘッド・アドバイザーズ 

 
株式会社関総研アドバイザーズ 
種別 コンサルテ

ィング会社 
名称 株式会社 

関総研アドバイザーズ 
代表の 
公認会計士 

関 博（代表取締役社長） 
柴田 直志（理事） 

所在地 大阪府大阪市中央区糸屋町 1-3-11 関総研ビル 
（本社） 

電話番号 06-6947-1313 

得意業種  
業務歴 ・金融機関への返済猶予申込みの際の経営改善計画作成、銀行への説明、及びモニタリ

ングの支援 
・各種補助金申請の際の計画作成支援 

自己 PR 資金繰りが困難な会社に対する資金繰り改善方法の検討、金融機関との交渉支援、経営

改善計画の作成支援、計画のモニタリングを得意としております。 

種別 or コンサルテ

ィング会社 
名称 株式会社スピアヘッ

ド・アドバイザーズ 
代表の公

認会計士 
横山慎一（代表取締役） 
中島茂男（代表取締役） 

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 

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】 
 中小企業再生支援協議会案件(全国各地)：７０件 
 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等案件：１８件 
 金融機関等による案件：１６件 
 認定支援機関による経営改善計画作成支援業務案件：３件 
 投資ファンド等案件：５５件 

自己 PR  当社は、産業再生機構出身の公認会計士を中心として設立された会社であり、実務

経験と専門知識が豊富な公認会計士と税理士のみで構成。 
 当社設立以来、のべ１６０件超の事業再生及びM&A案件に関与。 
 特に事業再生分野については、中小企業再生支援協議会等の公的機関からの依頼に

基づく業務を多数実施。 
 債権放棄、DES、DDS、リスケなどの金融支援や会社分割などの第２会社スキームを

活用した案件などを多数関与。 
受講した 
研修 

   

協会役員歴  
協会委員歴 
（本部のみ） 
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以  上  


