法人会「事業・資産承継相談事業」

中小企業オーナーのための

事業承継 個別相談窓口
「将来の相続税が心配だ」、
「将来の後継者がいない」
「そろそろ引退して退職金で幸せなセカンドライフを送りたい」
「もし今相続が発生したら、自社株の評価は？経営権はどうなるのだろう…」

資産面について

このようなお悩みはありませんか？

□ 自社株式が分散している

そして、そのお悩みを相談できる方がいらっしゃいますか？
税理士法人チェスターは「事業承継のプロ」として、一般社団法人東京法人
会連合会と連携し、永続的な成長を目指すオーナー経営者様に事業承継ワ
ンストップ支援をご提供しております。豊富な専門知識と取扱実績、そして
経営支援ノウハウを集結した弊所だからこそできるサービスで、多くのオー
ナー経営者の皆様のご期待にお応えしてまいります。

□ 相続税の節税対策を知りたい

事業面について
□ 本業の立て直しや事業拡大をしたい
□ M&Aを検討している
□ 事業整理・会社清算を検討している

事業承継で重要なことは、社内外の関係者や専門家の助力を上手に得なが
ら、計画的に取り組むことに尽きます。税理士法人チェスターでは、経営者

組織面について

の皆様が安心して事業継承のプロセスを遂行していただけるよう、様々な

□ 後継者候補がいない

サポート体制をご用意しております。

□ 後継者の育成

右記のようなお悩みをひとつでもお持ちでしたら是非ご相談ください。

□ 後継者を補佐する人材がいない

すべての会社で異なる事業承継は、オーダーメイドの対策が不可欠です。
相続業務を柱に、あらゆる士業が集結したチェスターグループだからこそ
事業継承支援業務をスムーズに遂行します。
事業承継は、現状分析や問題点の抽出をしていく中でその対策が浮かび上がってくるもので
す。事業承継を成功させるためには、その障害となるあらゆる問題を事前に除去しておく必要
があります。「相続」の専門家集団チェスターグループのあらゆる士業が、人的承継と物的承
継の両局面で障害となる様々な問題に対して、多角的な視点から最適なソリューションを提案
し確実に実行してまいります。

法人会会員の方は…

※ご相談の際には「法人会の事業・資産承継個別相談」である旨をお伝えください

お問い
合わせ

税理士報酬

5％引き

●事業承継に関するご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お電話受付時間:平日9〜21時、土 9〜17時

お電話

0I20-888-I45

email

info@chester-tax.com

一般社団法人東京法人会連合会

CHESTER GROUPではあらゆる士業がすべての相続業務に対応します
税理士法人チェスター
株式会社チェスター

相続税申告・相続事業承継対策

司法書士法人チェスター
チェスター司法書士事務所 大阪

不動産・相続コンサルティング

相続登記・遺言書作成

行政書士法人チェスター
チェスター行政書士事務所 大阪
遺産分割協議書

チェスター公認会計士事務所
事業承継・株価評価

「相続」の

法律事務所チェスター
（弁護士）

専門家集団

株式会社チェスター
ビジネスコンサルティング
相続コンテンツ事業

遺産分割・調停

不動産鑑定士
不動産鑑定評価

法人名

税理士法人チェスター
Chester Certiﬁed Public Tax Accountants' Co

東京事務所

〒103 - 0022 東京都中央区日本橋室町 3 - 4 -7
ヒューリック日本橋室町ビル10 階
Tel: 03 - 6869 - 5040 Fax: 03 - 6869 - 5041

新宿事務所

〒163 - 0703 東京都新宿区西新宿 2-7-1
小田急第一生命ビル3 階
Tel: 03 - 6869 - 4740 Fax: 03 - 6869 - 4741

横浜事務所

名古屋事務所

大阪事務所

設立日

土地家屋調査士

外部提携組織

役

測量・分筆

員

代表・荒巻 善宏（アラマキ ヨシヒロ）
L 公認会計士（公認会計士協会東京会所属｜登録番号：22253 号）
L 税理士（東京税理士会新宿支部所属｜登録番号：110618 号）
L 行政書士（東京都行政書士会所属｜登録番号：13081993 号）

代表・福留 正明（フクトメ マサアキ）
L 公認会計士（公認会計士協会東京会所属｜登録番号：22218 号）
L 税理士（東京税理士会日本橋支部所属｜登録番号：110617号）
L 行政書士（東京都行政書士会所属｜登録番号：08082296 号）

大阪事務所代表・伊原 慶（イハラ ケイ）
L 税理士（近畿税理士会東支部所属｜登録番号：121524 号）

〒221- 0835 神奈川県横浜市
神奈川区鶴屋町 2-23 -2 TSプラザビル 5 階
Tel: 045 - 550 - 3890 Fax: 045 - 550 - 3899

横浜事務所代表・清水 真枝（シミズ マサエ）
L 税理士（東京地方税理士会神奈川支部｜登録番号：124177号）

〒 460 - 0008 愛知県名古屋市中区栄 3 -2- 3
名古屋日興證券ビル 6 階
Tel: 052-766 - 6450 Fax: 052-766 - 6451

名古屋事務所代表・山岡 通長（ヤマオカ ミチナガ）
L 税理士（名古屋税理士会名古屋中支部｜登録番号：120757号）
L 不動産鑑定士（愛知県不動産鑑定士協会｜登録番号：6825 号）

〒541- 0053 大阪市中央区本町4 -1-7
大阪第二有楽ビル 6 階
Tel: 06 -7878 - 8320 Fax: 06 -7878 - 8321

新宿事務所
代表代行

田代 周平（タシロ シュウヘイ）
L 税理士（東京税理士会新宿支部｜登録番号：134686 号）

2008 年 6月2日

従業員数

115 名（税理士30名・公認会計士6 名・不動産鑑定士1名・

所属団体

東京税理士会 日本橋支部／東京税理士会 新宿支部／

行政書士2名）※平成 30 年 2 月現在

東京地方税理士会 神奈川支部／名古屋税理士会 名古屋中支部／
近畿税理士会 東支部／法人番号：1669

相続税
申告実績

103 件/ 平成 21年度
126 件/ 平成 22 年度
138 件/ 平成 23 年度
173 件/ 平成 24 年度
228 件/ 平成 25 年度

新宿事務所
名古屋事務所

264件/ 平成 26 年度
472 件/ 平成 27年度
706 件/ 平成 28 年度
1, 008 件/ 平成 29 年度

東京本店
横浜事務所

大阪事務所

法人会会員の方は…

※ご相談の際には「法人会の事業・資産承継個別相談」である旨をお伝えください

お問い
合わせ

お電話

0I20-888-I45

email

税理士報酬

5％引き

info@chester-tax.com

● 事業承継に関するご質問・ご相談はお気軽にご連絡ください。お電話受付時間:平日9〜21時、土 9〜17時
※初回のご面談はすべて無料で行っております。
※顧問税理士がいらっしゃる場合でも、顧問税理士の先生と連携しながら、相続や事業承継の部分のみを対応させていただきます。

〒103 - 0022 東京都中央区日本橋室町 3 - 4 -7 ヒューリック日本橋室町ビル 10 階

info@chester-tax.com http://chester-tax.com
一般社団法人東京法人会連合会

