税理士法人SkyWalkの提供するサービスの特色
「顧問税理士」から「経営のパートナーへ」
税理士が単なる税務顧問である時代は終わりました。私どもはお客様の大事なお金を扱う立場とし
て、お客様に関する豊富な情報と、これまで培った専門性を駆使し、主に中小企業のお客様に向け
て経営者様のパートナーとして、トータルで経営をサポートするコンサルタントであると考えます。

トータルサポート

異色のバックグラウンドゆえに提供できる価値
私どもは税理士法人として税務・会計に関する
高い専門性は勿論のこと、コンサルティング経
験や、事業会社（（株）リクルート）における
経営者に近い立場でのマネジメント経験、ある
いは海外大学院MBAで学んだ知識といった、他
の税理士事務所にはない多様なバックグラウン
ドを持つ代表税理士から構成されており、従来
のいわゆる顧問税理士とは異なり、税務・会計
の領域に限定しない、経営全般に関する支援が
可能です。

収益改善
管理会計
内部管理
組織設計

創業支援
資金調達

税務・会計
※英語対応可能

当事務所 代表社員の略歴
吉川 周佑：コンサルティング部門代表
公認会計士 / 税理士 / 中小企業診断士 / MBA
(Hong Kong University of Science and Technology)
一橋大学経済学部卒。電力会社を経てPwCあら
た監査法人へ入所し会計監査、内部統制、コン
サルティングに従事。その後(株)リクルートにて
IPOプロジェクトの一環で海外子会社管理体制整
備を担当。IPO後はコンプライアンスマネジャー
としてリクルートグループ全体のリスク・コン
プライアンス・内部統制を所管。同時期に自ら
設立した会計事務所では、中小企業及び医療法
人への管理会計の導入を支援。海外大学院で
MBAを取得した後、税理士法人SkyWalkを設立。
二児の父親。趣味はゴルフと身体を鍛えること。
TOEIC990.

桑原 圭吾：税務部門代表
税理士 / 2級FP技能士
横浜国立大学経営学部卒。大学卒業後は飲食業
に従事する傍ら、在学中より継続してミュージ
シャンとして活動。その後税理士事務所にて勤
務し、⾧年に亘り飲食業やサービス業、不動産
業から医療機関まで、多岐に亘る顧客の様々な
税務業務を幅広く担当。従来にない、徹底的に
「顧客目線」にこだわった税務・コンサルティ
ングサービスをお客さまに提供したいという強
い想いのもと、税理士法人SkyWalkを設立。一児
の父親。趣味は草野球、テニス、楽器演奏。

税務顧問先のお客様に向けてだからこそ、コンサルティングサービスを効率的に提供可能
私どもは税務の顧問先のお客様に向けて、お客様のご要望に応じて各種のコンサルティングサービ
スを提供致します。一般的なコンサルティングでは、具体的な改善案の検討に至る前に膨大な時間
を会社のビジネス・財務の理解に費やすため、結果としてコンサルティング報酬が高くなりますが、
私どもは税務顧問先のお客様向けのコンサルティングサービスの提供を前提としているため、日々
のお付き合いを通じて既に十分な理解・情報があり、効率的かつ、お客様の事業の実態に即したコ
ンサルティングサービスの提供が可能です。
※コンサルティングプロジェクト工数イメージ

 通常のコンサルティング：

ビジネス・財務の理解 / 情報収集

改善案の検討

報告

 私どものコンサルティング：

ビジネス・財務の理解 / 情報収集

改善案の検討

報告

日々の顧問契約を通じて既に十分な理解 ➡ 効率的かつ実態に即した提案が可能
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お客様の企業ステージに応じた最適なサービスを提供
お客様によってニーズは様々です。私どもはお客様の事業をいくつかのビジネス上あるいは組織上
の観点から、「導入期」「成⾧期」「成熟期」「承継期」の4つの企業ステージに分類し、それぞれ
の特徴及び課題とニーズに応じて異なるコンサルティングサービスを提供致します。
私どもの定義するお客様の企業ステージによる分類
継承期

導入期

 特徴：経営者のご意向により、
次世代あるいは他者への事業
承継を志向する段階

 特徴：事業開始から概ね2年
以内。試行錯誤を繰り返し商
品・サービスを磨く段階

 課題とニーズ：適切な承継先
及び手法の選定 / 事業承継に
関する税制面での対応（事業
承継税制・相続税・贈与税・
M&A等)

 課題とニーズ：会社設立手続
/ 小中規模の資金調達（運転
資金・設備投資） / 収益基盤
の強化

継承期

導入期

成熟期
 特徴：事業開始からおおむね
7年超経過。収益基盤は安定
し組織として管理体制も確立

成⾧期

成熟期

 課題とニーズ：新たな成⾧の
機会の獲得（新事業立ち上
げ・M&A・海外展開） / 中大
規模の資金調達（設備・事業
投資） / 複雑化するCFO業務
への対応

成⾧期

 特徴：事業開始からおおむね
1～10年経過。商品・サービ
スが型化され収益基盤が確立
 課題とニーズ：事業の成⾧に
見合う内部管理体制（社内規
程・組織・人事・IT等）の強
化 / 中大規模の資金調達（設
備・事業投資）

各企業ステージのお客様へ向けたサービスの特徴
上記の通り、お客様の企業ステージに応じて抱える課題と求められるサービスのニーズは異なりま
す。私どもは、各ステージのお客様に見合った税務顧問としてのサービス（税務相談・税務調査立
ち合い・決算申告等）は勿論のこと、以下のような特徴のサービスを提供しております。
 導入期のお客様向けサービスの特徴
 会社の設立前～設立時においては、創業資金の調達を含めた創業一連について支援します。
 会社の設立後、事業開始を開始して比較的日が浅い導入期のお客様に対しては、規模に応じて必
要十分なレベルの内部管理体制の整備として経理機能（自社経理の推進・管理会計の導入等）の
強化をお手伝いするほか、事業計画の策定及び進捗管理の支援に基づく収益力の安定化や、資金
調達（融資・補助金）の支援が特徴です。
 成⾧期のお客様向けサービスの特徴
 規模の拡大に合わせて求められる水準の内部管理体制の構築として、経理機能としてはCFO業務全
般に関するサポートを、その他必要な社内規程・決裁権限・組織設計・子会社管理について、IT
の導入を含めお手伝いするほか、成⾧投資に向けた中大規模の資金調達（融資・補助金）の支援
や、管理会計を駆使した収益管理・収益力向上の支援が特徴です。
 成熟期のお客様向けサービスの特徴
 上記の成⾧期のお客様向けのサービスに加え、成⾧の機会を獲得するためにM&Aあるいは海外展
開の支援が特徴です。
 継承期のお客様向けサービスの特徴
 次世代への事業の継承を目的として、事業承継の手法の検討から計画策定、実行まで、特に事業
承継税制や相続税・贈与税等関連する税制の検討を含めた支援が特徴です。
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具体的なサービスのご紹介（導入期のお客様向け）
導入期

成⾧期

成熟期

継承期

導入期のお客様に向けた代表的な支援内容
 創業支援コンサルティング
 ヒアリングを通じた現状把握に基づく会社設立の是非及び手法に関する提案
 会社設立一連の手続の支援（提携する他士業と連携）
 税務署への届出等税務関連手続の支援

 資金調達・財務強化コンサルティング
 金融機関からの融資の支援
• 事業計画の策定
• 融資面談の立ち合い
• 特に政府系金融機関を利用した低金利融資の支援
 補助金・助成金（国・都道府県・その他自治体）の活用
• 経営革新等支援機関を活用した補助金申請の支援
• 各種助成金申請の支援（提携する他士業と連携）

 収益力強化コンサルティング
 事業計画による収益力の強化
• 事業計画の策定（資金調達に際して事業計画を策定している場合はこれを活用）
• 定期的な計画の進捗管理による改善の提案

 内部管理体制構築コンサルティング（導入期向け）
 会計機能の強化
• 会計システムの導入による自計化の支援
• 管理会計の導入支援
• 経理機能の自走に向けた研修の実施

 税務顧問・税務コンサルティング
 税務相談（随時）
 税務調査立ち合い
 決算申告の実施

※ その他、ご要望に応じて様々なお手伝いが可能です。ご相談ください。
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具体的なサービスのご紹介（成⾧期のお客様向け）
導入期

成⾧期

成熟期

継承期

成⾧期のお客様に向けた代表的な支援内容
 内部管理体制構築コンサルティング（成⾧期向け）
 会計機能の強化
• 会計システムの導入による自計化の支援
• 管理会計の導入支援
• 各種経営レポートの作成支援
• 決算の早期化による意思決定のための財務情報の早期入手に関する支援
• 経理決算及び経営レポートの分析に関する研修の実施
• CFO業務支援または代行
 内部管理体制構築
• 社内規程・決裁権限の設計
• 各部門の機能設計・子会社管理設計
• ITの活用・システムの導入による業務効率化
 人材の活用
• 評価・報酬体系の整備
• 人材育成・教育

 資金調達・財務強化コンサルティング
 金融機関からの融資の支援
• 事業計画の策定
• 融資面談の立ち合い
• 特に政府系金融機関を利用した低金利融資の支援
 補助金・助成金（国・都道府県・その他自治体）の活用
• 経営革新等支援機関を活用した補助金申請の支援
• 各種助成金申請の支援（提携する他士業と連携）

 収益力強化コンサルティング
 事業計画による収益力の強化
• 事業計画の策定（資金調達に際して事業計画を策定している場合はこれを活用）
• 定期的な計画の進捗管理による改善の提案
 財務諸表分析
• お客様の属する業界の代表的な経営指標の分析
• 業界平均・同業他社との比較による改善の提案

 税務顧問・税務コンサルティング
 税務相談（随時）
 税務調査立ち合い
 決算申告の実施
※ その他、ご要望に応じて様々なお手伝いが可能です。ご相談ください。
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具体的なサービスのご紹介（成熟期のお客様向け）
導入期

成⾧期

成熟期

継承期

成熟期のお客様に向けた代表的な支援内容
 内部管理体制構築コンサルティング（成熟期向け）
 会計機能の強化
• 各種経営レポートの作成支援
• 決算の早期化による意思決定のための財務情報の早期入手に関する支援
• 経理決算及び経営レポートの分析に関する研修の実施
• CFO業務支援または代行
 内部管理体制整備
• 社内規程・決裁権限の整備
• 各部門の機能整備・子会社管理整備
• ITの活用・システムの導入
 人材の活用
• 評価・報酬体系の整備
• 人材育成・教育

 資金調達・財務強化コンサルティング
 金融機関からの融資の支援
• 特に政府系金融機関を利用した低金利融資の支援
 補助金・助成金（国・都道府県・その他自治体）の活用
• 経営革新等支援機関を活用した補助金申請の支援
• 各種助成金申請の支援（提携する他士業と連携）

 収益力強化コンサルティング
 成⾧機会の獲得の支援
• M&A支援（提携する他の専門化と連携しパートナー選定からディールの実行まで）
• 海外展開支援（提携する他の専門化と連携し市場調査から進出後のフォローまで）
 事業計画による収益力の強化
• 事業計画の策定（資金調達に際して事業計画を策定している場合はこれを活用）
• 定期的な計画の進捗管理による改善の提案
 財務諸表分析
• お客様の属する業界の代表的な経営指標の分析
• 業界平均・同業他社との比較による改善の提案

 税務顧問・税務コンサルティング
 税務相談（随時）
 税務調査立ち合い
 決算申告の実施

※ その他、ご要望に応じて様々なお手伝いが可能です。ご相談ください。
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具体的なサービスのご紹介（継承期のお客様向け）
導入期

成⾧期

成熟期

継承期

承継期のお客様に向けた代表的な支援内容
 事業承継コンサルティング
 承継先及び承継手法選定の提案
 事業承継計画の策定及び実行の支援
• 事業承継計画の策定
• 定期的な計画の進捗管理による改善の提案
 承継手法に応じたソリューションの提案
• 税金面での検討
• 事業承継税制の活用
• 相続税
• 贈与税
• その他各種税制面の検討
• M&A支援（提携する他の専門化と連携しパートナー選定からディールの実行まで）

 資金調達・財務強化コンサルティング
 金融機関からの融資の支援（特に事業承継に際しキャッシュが必要となる場合）
• 中小企業庁及び政府系金融機関の制度活用による好条件融資の支援
 補助金（国・都道府県・その他自治体）の活用
• 事業承継補助金等補助金申請の支援

 税務顧問・税務コンサルティング
 税務相談（随時）
 税務調査立ち合い
 決算申告の実施

※ その他、ご要望に応じて様々なお手伝いが可能です。ご相談ください。
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その他のサービス例
私どもは原則として、顧問先として定常的にお付き合い頂けるお客様に対し、税務以外の様々な
サービスを提供しておりますが、顧問先以外のお客様に対しても、以下のようなサービスを随時提
供致します。詳細は個別にご相談ください。

 記帳代行
 給与計算
 年末調整
 税務相談各種
 コンサルティングプロジェクト各種
 相続税に関する相談・申告
 研修・勉強会の実施
 その他（ご相談ください。）
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料金・サービスプランの紹介
顧問契約（月額ベース）＋コンサルティング料（発生ベース）という料金体系
私どもは原則として、顧問先として定常的にお付き合い頂けるお客様に対し、必要な都度、比較的
安価でコンサルティングサービスを提供しております。
① 税務顧問プラン
私どもとご契約頂く際の基礎となるプランです。顧問税理士として主に税務に関するご相談全般を
随時承ります。
売上規模（目安）

税務顧問プラン

～1,000万

1,000万～
3,000万

3,000万～
5,000万

5,000万～1億

1億～

月額
15,000円~

月額
22,500円~

月額
30,000円~

月額
37,500円~

月額
45,000円～

※実際のご契約に際しては、事前にお客様の状況を詳細にヒアリングし、業種、業態、その他状況
に応じて正式にお見積り致します。
※上記価格には決算申告料は含まれておりません。決算申告に際しては別途料金を頂戴します。
（決算申告料の参考価格につきましては、下段の表をご覧ください。）
② 税務顧問・経営支援プラン
税務顧問・税務コンサルティングプランに加え、基本的なコンサルティングサービスが含まれてい
ます。具体的には、資金調達に関する支援、収益力向上に関する支援、及び内部管理体制構築のう
ち経理機能の高度化に関する支援について、コンサルティングプロジェクトの実行に加え、ご相談
も随時承ります。
売上規模（目安）

税務顧問
経営支援プラン

～1,000万

1,000万～
3,000万

3,000万～
5,000万

5,000万～1億

1億～

月額
30,000円~

月額
41,250円~

月額
52,500円~

月額
63,750円~

月額
75,000円~

※融資の実行及び補助金の申請・承認にあたっては、着手金及び成功報酬を別途頂戴致します。
③ 決算申告
原則として、私どもは税務顧問・税務コンサルティングプランを通じて日々のお取引の状況を把握
しているお客様を対象に決算申告を致します。
売上規模（目安）

決算申告

～1,000万

1,000万～
3,000万

3,000万～
5,000万

5,000万～1億

1億～

78,000円~

112,500円~

150,000円~

180,000円~

225,000円~

※実際のご契約に際しては、事前にお客様の状況を詳細にヒアリングし、業種、業態、その他状況
に応じて正式にお見積り致します。
※決算申告のみをご希望のお客様は別途個別にご連絡ください。
※消費税課税事業者様の場合、別途消費税の申告対応料を頂戴いたします。
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本件に関するお問い合わせ先

ご質問等はこちらまでご連絡ください。

東京都渋谷区渋谷2-10-15-805
Tel: 03 – 4405 - 3108
Fax: 03 - 6843 - 0122
Email: skywalk@skywalktax.jp
Website: https://skywalktax.jp/

代表社員

吉川 周佑

syoshikawa@skywalktax.jp

代表社員

桑原 圭吾

kkuwabara@skywalktax.jp
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