
皆様の安定した成長こそが私たちの願いです。
創業（1959年）以来、お客様に信頼していただける
パートナーになることを目指して参りました。
皆様の様々な課題とニーズにお応えするために、
弊社では国内外の法人や個人向け税務・会計業務、
監査、公益法人会計及びアウトソーシング業務など
幅広いサービスを提供しております。
また、会計・税務に関するアドバイスのみならず、
熾烈な競争に打ち勝つための柔軟な経営戦略や、
将来を見据えた相続・事業承継、安定した資産運用の
立案等、皆様に質の高い情報を提供し続けられるよう、
常に研鑽に努めております。
豊富な知識・経験を備えた専門スタッフが皆様の
ご要望にお応え致します。お気軽にご相談ください。

　
総括代表  小見山 満
役歴
日本公認会計士協会  前副会長
東京税理士会  麻布支部前副支部長
慶應義塾大学大学院  特別招聘教授

著書
国際租税入門（大蔵財務協会）
会計参与の行動指針  徹底解説
（大蔵財務協会編著）
相続プラン（親峰社）
企業組織再編税制（中央経済社共著）

代表ご挨拶

　　　　　　　　　　　　　　　は
「お客様に安心を与える」を理念に、
皆様の様 な々課題とニーズにお応えします。
長年培ったノウハウと各分野の
豊富な知 経験を備えた
専門スタッフが
　　　　　　　　　　　　　　　の強みです。

Message
Since 1959, Komiyama & Co. has been providing professional services on accounting, audit and 
assurance, tax advice, management consulting, finance planning, support of inheritance plan 
and business succession, and payroll calculation in Tokyo.
We are a member firm of CPA Associates International (“CPAAI”) which provides a worldwide 
network of accounting firms since 2001. 
Consistently, our philosophy is to offer our clients “peace of mind”. In order to offer our clients 
“peace of mind”, we promise to provide high quality services as an expert, and build good and 
strong relationships based on trust. It is our sincere desire to continue to deliver on the 
expectations of society. 

＊                           ＊                            は会計事務所の世界的なネットワークであるCPAACPAAIの日本代表です。の日本代表です。

小見山公認会計士事務所・税理士法人麻布パートナーズ
〒106-0032 東京都港区六本木3-6-9
Tel：03-6697-7000  Fax：03-3588-0532
E-mail：info@komiyama-cpa.com
URL：http://www.komiyama-cpa.com
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外資系企業の日本子会社や日本支店、
海外進出を検討している国内企業等に対し
独自のグローバルネットワーク※を活用して
各種のサービスを提供致します。

■外資系企業の日本子会社や
　支店の税務申告書作成
■海外における税務申告
■国際税務の相談
■税務調査対応　■英文会計
■海外進出コンサルティング

企業経営に精通した専門スタッフが、経営
者の信頼できるブレーンとして、税務・会計
分野から企業が抱える問題全般に至るま
で解決策を提案致します。また合併・買収
（M&A）や株式公開（IPO）に向けた総合
的な支援サービスも行います。

不動産オーナーや企業経営者等に向け、
相続税シミュレーションに基づく納税資金
対策、生前贈与や不動産の有効活用等
による税務対策、自社株対策等の提案から
相続発生後の申告業務に至るまで幅広く
サポート致します。

■財産評価、自社株評価
■相続税シミュレーション
■相続・事業承継対策の提案
■相続税・贈与税申告書の作成
■非居住者（外国籍）の税務申告

資産運用、教育資金・住宅取得資金の
準備、リタイアメントプラン等について、
お客様のライフサイクルに適した提案を
行い、将来の生活設計実現に向けたバック
アップを致します。

■各種資金運用の提案（金融商品、不動産等）
■教育資金・住宅資金相談
■年金・老後資金相談
■保険商品の提案

※KOMIYAMA & Co. は会計事務所の世界的
　なネットワークであるCPAAIの日本代表です。

55年以上の長い歴史で培った税務・会
計業務のノウハウをベースに、豊富な知
識と経験を備えた専門スタッフが企業の
幅広い課題とニーズにお応えすべくきめ細
かい指導とサービスを提供致します。

■記帳代行等の月次業務
■決算業務、各種申告書の作成
■各種税務相談　■税務調査対応
■法定調書・各種届出等の作成
■「中小企業の会計に関する指針」対応
■会計参与制度対応
■公益法人・医療法人等の特殊会計対応

企業・団体が作成する財務諸表が、適切な
会計基準に基づいて作成されているかを
確認し、投資家・債権者等に報告する監査
報告書を作成致します。

［法定監査］　 
■金融商品取引法監査　
■会社法監査　
■学校法人監査

各種の管理業務において、質の高いアウト
ソーシングサービス※を提供し、急激な環境
変化に対応するための経営資源の有効活
用に貢献致します。

■記帳代行業務　■経費精算・支払業務
■給与計算業務　■社会保険業務

※アウトソーシングサービスのメリット
●業務効率化、コスト削減
●専門的業務の継続性維持
●税制・社会保険制度等の法律改正への迅速対応
●秘密事項の流出防止

■財務・経営分析　■経営計画の立案
■資金調達サポート　
■組織・業務関連アドバイス
■合併・買収（M&A）アドバイス
■株式公開支援
　（組織・業務体制整備、経営計画策定等）
■公益法人・医療法人等の認定申請

法人向けサービス
日々変化し続ける環境の中で多様化する企業ニーズに合わせて、                           　                            　  は幅広く質の高いサービスを提供致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　は親身なコミュニケーションを通じて、個人のお客様に「安心」を提供致します。

税務・会計

経営コンサルティング、M&A・株式公開支援

国際業務

確定申告

監査業務

相続及び事業承継対策 ファイナンシャルプランニング

アウトソーシング（外部委託）

個人事業主の方には日常の記帳業務か
ら、資産（不動産・株式）を売却される方に
は事前相談・税額シミュレーションから、
確定申告に至るまで親身にサポート致し
ます。又、海外資産から生じる所得の申告
や外国人の有する国内外源泉所得の申告
にも対応致します。

■記帳代行等の月次業務
■譲渡所得税額シミュレーション
■所得税・消費税確定申告書の作成
■国際税務対応

個人向けサービス

［任意監査］　 
■公益法人監査
■外資系日本法人・
　支店監査
■医学会監査　
■上場目的監査

Services for Entities
・Tax & Accounting
・Audit and Assurance
・Services for International Clients

・Outsourcing
・Management Consulting
・Payroll Service

・Tax Return Preparation
・Inheritance & Business Succession Plan
・Finance Planning

Services for Individuals

小見山公認会計士事務所・税理士法人麻布パートナーズ
〒106-0032 東京都港区六本木3-6-9
Tel：03-6697-7000  Fax：03-3588-0532
E-mail：info@komiyama-cpa.com
URL：http://www.komiyama-cpa.com
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＊お客様に安心してご利用頂くため
　万全のセキュリティ対策を行っております。



出東京メトロ南北線「六本木一丁目駅」2番出口（　　 ）より徒歩4分
東京メトロ日比谷線 /都営地下鉄大江戸線「六本木駅」3・5番出口（　　　　　）より徒歩6分 
※お車でお越しの場合は、近くにコインパーキングがございます。
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小見山公認会計士事務所
税理士法人 麻布パートナーズ
株式会社 アイ・ジー・アイ
社会保険労務士法人 麻布パートナーズ

1959年  東京都港区に税理士事務所を設立
1984年  公認会計士事務所と合流
2001年  世界的な会計事務所のグループである
             CPA Associates Internationalの
             日本代表メンバーとなる
2007年  税理士法人を設立
2011年  社会保険労務士法人を設立
2014年  ロサンゼルス支店開設

公認会計士
税理士
米国公認会計士
社会保険労務士

60名（グループ全体）

              小見山  了一（税理士・社会保険労務士・中小企業診断士）
              小見山　満    （公認会計士・税理士・米国公認会計士）
              小見山  慶子  （公認会計士・税理士）

〒106-0032 東京都港区六本木 3-6-9
Tel：03-6697-7000
Fax：03-3588-0532
E-mail：info@komiyama-cpa.com
URL：http://www.komiyama-cpa.com

■グループ

　
　

■沿革
　
　
　
　

　

■資格者
　
　
　

■社員数

■パートナー

　

■連絡先

事務所外観

応接室

本社スタッフ

Member Firms History Office Location

中小企業診断士
宅地建物取引主任者
ファイナンシャルプランナー（ＣＦＰ）
証券アナリスト

Komiyama & Co. CPAs
Azabu Partners Tax & Accounting Co.
IGI K.K.
Azabu Partners Labor and Social Security Attorney Co.

3-6-9 Roppongi, Minato-ku, 
Tokyo, 106-0032 Japan
4-minute walk from Exit 2, 
Roppongi-itchome Station, 
Tokyo Metro Namboku Line
6-minute walk from Exit 3 
or 5, Roppongi Station, 
Tokyo Metro Hibiya Line 
and Toei Subway Oedo Line

Established Certified Public Tax Accountant Office
Merged with Certified Public Accountant Firm 
(Komiyama & Co. CPAs) 
Joined representative member firm in Japan of CPAAI
Established Certified Public Tax Accountant Co.
(Azabu Partners  Tax & Accounting Co.)
Established Labor and Social Security Attorney Co.
(Azabu Partners Labor and Social Security Attorney Co.)
Established L.A. (USA) branch

■アクセス

出

ガ
ス

相 談 役
総括代表

Partners
Mr. Ryoichi Komiyama (Chairman)
Mr. Mitsuru Komiyama (Managing Partner)
Ms. Keiko Komiyama (Senior Partner)

1959
1984

2001
2007

2011

2014
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