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100年続く企業を共に創っていきたい。

それが私たちの想いです。

私たちは企業の短期的な売上や成長よりも“存続”や“永続”を重要視し、ファミリー企業と寄り

添って、長い間共に付き添う伴走者を目指していけるパートナーでありたいと考えています。

中小企業のオーナー様にとって、事業承継は頭をかかえる大きな問題です。上場株式のようにす

ぐに換金できない非上場株式（自社株式）の相続税評価額が高くなり、その結果、相続税の納

税負担が多大なものとなるケースはよくあります。また事業承継対策では、相続税の対策よりも

重要な「誰に事業を継がせるのか？」という跡継ぎ問題もあります。この事業を誰に承継させるか

については、主に3つの選択肢があります。

1）親族に承継させる　2）従業員等の親族外の者へ承継させる　3）M&A

この会社を誰に継がせるのかという方針を決めながらも、いずれ来る事業承継に備えて、自社株

の評価引下げ、事業用資産の整理、オーナー経営者の税務対策を行っていく必要があります。

そして何より、事業自体を一層魅力的に磨き上げ、成長させていくことも必要でしょう。

このような事業承継対策は、経験が豊富な専門家と連携して対応するべきものですが、残念なが

ら現在の日本には相続や事業承継に強い専門家は僅かしかいません。一方、日本の多くのオー

ナー経営者が引退時期を迎え、事業承継対策は待ったなしの状況です。

今般、税理士法人チェスターは「事業承継のプロ」として、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まいります。資産税・相続税の専門知識と

豊富な取扱実績、成長志向の老舗企業への経営支援のノウハウと経験を結集し、多くのオー

ナー経営者様のご期待にお応えいたします。

税理士法人チェスター
代表 荒巻善宏・福留正明

事業承継をお考えの皆様に―



事業承継は現状分析、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。
税理士法人チェスターでは、この人的承継と物的承継の両局面で障害となる様 な々問題に対して、
最適なソリューションのご提案をし、確実に実行してまいります。

すべての会社で異なる事業承継。
オーダーメイドによる対策が不可欠です

［親族内承継］
これまで、親族内承継においては相続税対策の

みを行えば足りるかのように捉えられてきました

が、現下の中小企業の経営環境を踏まえると、後

継者が一番関心を持っていることとは、引き継ぐ

事業がどのような状況にあるのか、将来継続して

いくための準備が行われているか、あるいは準

備を進められる状況にあるのかということです。

つまり、後継者にとって「引き継ぐに値する企業

であるか」 を現経営者は問われているということ
を認識しなければなりません。事業承継を行う

前に、現経営者は経営力の向上に努め、経営基盤

を強化することにより、後継者が安心して引き継

ぐことができる経営状態まで引き上げることが求

められていると言えます。また、事業承継を円滑

に進めるためには、現経営者が自らの引退時期

を定め、 そこから後継者の育成に必要な期間を
逆算し、十分な準備期間を設けて、後継者教育（技

術やノウハウ、営業基盤の引継ぎを含む）に計画

的に取り組むことが大切です。

［親族外承継］
親族内承継の減少を補うように、従業員承継の

割合は近年急増しています。 従来、従業員承継
の大きな課題であった「資金力」については、種類

株式や持株会社、従業員持株会を活用するスキー

ムの浸透や、親族外の後継者も事業承継税制18
の対象に加えられたこと等により、徐々に環境が

整いつつあります。 一方で、従業員承継を行う場
合の重要なポイントとして、親族株主の了解を得

ることが挙げられます。現経営者のリーダーシッ

プのもとで早期に親族間の調整を行い、関係者

全員の同意と協力を取り付け、事後に紛争が生じ

ないようしっかりと道筋を付けておきましょう。

［M&A］
社外への引継ぎを成功させるためには、本業の

強化や内部統制（ガバナンス） 体制を構築し、企
業価値を十分に高めておく必要があります。現経

営者はできるだけ早期に専門家に相談し、企業価

値の向上に着手することが望まれます。

事業承継プラン策定の流れ

社会情勢

行政、経済、社会、技術

顧客と市場

顧客：社数、収益性、関係性

市場：規模、成長性

競 合

社数、シェア、強み

自 社

経営・事業

 
▲

 歴史

 
▲

 事業、業績、財務

 
▲

 組織体制

 
▲

 取引先、パートナー、株主
企業理念

 
▲

 存在意義、価値観、行動規範

 
▲

 ビジョン

SWOT分析

ビジョン、戦略策定のための整理

KSF（成功要因）の抽出

企業理念の理解と浸透強化

創業者、現経営者の想い

役員、従業員の想い

ビジョンの明確化

基本戦略

HD、グループ、各社
事業ドメイン

企業理念、ビジョンとの整合性

事業戦略

事業成長の可能性の確認

競争優位性

成長性（市場、自社）

攻めと守りのバランス

基本戦略、理念、ビジョンとの整合

組織・人事戦略

マーケティング戦略

中期経営計画の策定と実行

経営目標数値

アクションプランとKPI設定
実行とモニタリング

承継基本方針の決定

承継時期（いつ頃までに）

承継方法

 
▲

 親族内／親族外、M&A（第三者）
計画の好評時期

承継計画の策定と実行

リスクの挙げ出し

 
▲

 経営面、財務面、人事面、設備面
承継要素（何を）の挙げ出し

 
▲

 経営：意思決定権、ガバナンス
 
▲

 事業：組織、顧客、取引先
 
▲

 資産：自社株、資金、事業用資産 
 （有形／無形）

 
▲

 個人資産：不動産、預貯金、 
  有価証券、保険等

承継手順（どのように）

 
▲

 後継者決定、本人の了承

 
▲

 後継者育成の方針、施策

 
▲

 関係者の理解促進

 
▲

 経営方針の理解促進

 
▲

 現経営者の遺産分配の方針、 
  施策

企業理念の継承

 
▲

 理解：存在意義、価値観の 
  徹底理解

 
▲

 敷衍：外部環境、ビジョンを踏まえ

事業承継
計画

策定実行

現状把握・分析
問題の抽出

ビジョン・ 
経営戦略・

中期経営計画
策定実行

事業承継の 
3つの選択肢



事業承継プラン策定支援

企業理念及びビジョンの明確化
▼

経営戦略の策定
▼

中期事業計画の骨格作り
▼

事業承継基本方針の策定

後継者/次世代幹部育成支援

（必要に応じて） ビジョンのブラッシュアップ、明文化
▼

中期経営計画の詳細落とし込み
▼

事業承継プランの落とし込み、
ブラッシュアップ

▼
上記を通じた後継者、

次世代幹部の経営視座の向上

マーケティング支援

マーケティング戦略の策定
▼

マーケティング戦略実行に必要な
パートナーの選定、  
ディレクション

▼
進捗管理、効果検証、改善

事業承継プラン策定支援

承継方針の確認とリスク分析
▼

承継要素の整理と手順の決定
▼

承継結果のシミュレーション 
（法人と個人；資産、税金、キャッシュフロー等）

▼
承継実行
▼

企業理念の継承

支援事例

相続税節税の事例

後継者/次世代幹部育成の事例

マーケティング強化の事例

宮城県

蒲鉾加工メーカー

売上：6億5千万円 従業員：60名

海外に販売できないか

通販ビジネスで自社価格を決定できないか

生産・製造ラインを強化できないか

1 
 

2
3

1 
 

2

1
2
3

当社の人脈を駆使し、北米に向けに貿易会社とPB
ブランドを開発。現在では、ASEANにも展開する
ため準備をすすめている

楽天サイト＆新聞広告にて通販展開

補助金を受け、冷凍用の製造ライン強化

□ 冬はよく売れるが、春・夏は売れない 
 状況が長き、工場の稼働率が悪い

□ 納入先のスーパー、卸が業績が悪く、 
 価格を叩かれている

□ 販売量が増えた時の生産ラインが脆弱

経 営 課 題

埼玉県

パーテーションメーカー

売上：15億5千万円 従業員：60名

 後継者と次世代幹部とを交えて、実際の経営課題に
ついて議論し、戦略の策定、実行、検証、改善の仕

組みを作れないか

オーナー経営者のビジョンを基に、後継者と次世代

幹部とで中期経営計画を策定。営業、製造各部門の

実施計画へ落とし込み

実施計画の進捗報告、検証、改善を毎週実施。代

表者、後継者、次世代幹部が経営視点で議論と実行・

改善ができるまでに

□ 下請構造の業界で、年々粗利益率が低下
□ 親族外の役員の右腕となる幹部が 
 育っていない

経 営 課 題

東京都

製造業

売上：23億円 従業員：140名

複数の事業部門があるため、組織再編を行うことで

自社株式の相続税評価額を大幅に引き下げることが

可能になるのではないか？

 税理士のアドバイスのもと、会社分割の組織再編を
行うことで自社株式の相続税評価額を大幅に引き下

げることに成功。子供が後継者になることが決まっ

ているため、株価が引き下がったところで生前贈与

を実施し、経営権の事業承継にかかる税負担を最小

限に抑えることができた

□  後継者は決定しているが、創業が長く 
自社株式の相続税評価額が高騰

□ 将来の相続税の納税資金が不足する

経 営 課 題

着眼点

着眼点

着眼点

支援策

支援策

支援策

資産面について
□ 自社株式が分散している　　
□ 相続税の節税対策を知りたい

こんなお悩みをお持ちですか？ 
多面的な視点からサポートいたします

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つきます。
経営者のみなさま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 な々サポート体制をご用意しております。以下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。

事業承継ソリューションサービス

現状分析

問題点の
抽出

解決策の
提示 実行と

フォロー

▼相続税試算・生前対策

▼株式交換・移転

▼増資・減資・株式売却

対策案の比較検討対策案の比較検討

▼合併・M&A

▼自己株（金庫株）取得

▼従業員持ち株

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

組織面について
□ 後継者候補がいない　　
□ 後継者の育成　
□ 後継者を補佐する人材がいない



選ばれるチェスター品質

90名を超える相続税の 
プロフェッショナルが在籍

国税OB税理士の外部顧問による万全の審査体制

税理士法人チェスター内部の複数税理士の審査体制に加えて、相続税分野の税務調査経験が豊富な国税OBの顧
問税理士と提携し、複雑なケースやグレーゾーンの判断において外部の国税OBの顧問に相談できる体制が整って
います。

税理士法人チェスターではこれまで累計2,000件以上の豊富な相続税申告実績がありますので自社内でも十分に
質の高い申告書作成及び審査が可能ですが、さらに外部の国税OB税理士の知見を取り入れることで、後で税務署
から指摘を受けない万全の相続税申告を行うことが可能となっています。

税理士法人チェスターには90名を超える相続税のプロフェッ
ショナルが在籍しています。また、在籍しているメンバーも、税

理士法人チェスターで多くの経験を積み重ねた者だけでなく、

日本全国にある各資産税で有名な会計事務所から転籍してき

たメンバーも多数在籍しており、相続税の知識や経験値、ノウ

ハウが共有され日本トップクラスのクオリティを誇る相続税事

務所へと成長してきました。

さらにお客様対応やスタッフの専門知識の研鑽や育成にも力

をいれ、最新の税制改正情報や、個別事案、外部セミナー情報

等を所内で共有。当法人では年間700件以上の相続税申告業
務をお受けしており、その各申告で重要な論点等を共有して勉

強することで、組織全体の相続税業務のレベルアップに繋げて

います。こういった一人ひとりの職員の専門性の高さが税理士

法人チェスターがお客様から信頼いただける理由なのです。

松林 優蔵 顧問（国税庁OB税理士）

事業承継は中小企業や大企業のオーナー様を悩ませる大きな問題でもあります。
換金価値のない非上場株式が多額の相続税評価となり、その結果相続税の納税負担が多大なものとなる
ケースはよくあります。税理士法人チェスターは、資産税・相続税に強い税理士事務所として、
企業オーナーの事業承継をトータルでサポートいたします。

税理士法人
チェスター
事業承継対策・
相続税節税

株式会社
チェスター
不動産・保険

コンサルティング

株式会社
FBマネジメント

本業支援・
経営コンサル
ティング

行政書士
法人

チェスター
各種書類作成

チェスター
司法書士
事務所
会社法、定款

チェスター
公認会計士
事務所
事業承継・
株価評価

弁護士
事務所

事業承継の
専門家集団
事業承継の
専門家集団

CHESTER GROUPCHESTER GROUP

M&A
会社 外部提携組織

相続セミナー講師の依頼も多数いただいております

大手生命保険会社や金融機関、不動産会社主催のセミナーにて弊社税理

士が講師を担当させていただいております。また、コメンテーターとして

ＴＶ出演等の実績もあります。

事業承継コンサルティングは、企業ごとに異なる問題や悩みについて、オーダーメイドで解決策を考え、
取り組んでいくものです。チェスターグループでは、各企業が抱える様 な々問題（節税、後継者、M&A等）に対して
ワンストップでご相談いただける体制を整えています。
そのため、毎月の相談の中で企業オーナーのお悩みをお聞きし、解決策を提案、
  そして実行していくというプロセスをもって、皆さまにとって最適な事業承継を実現いたします。

私たちがご提供する事業承継コンサルティングサービスは、基本的に顧問契約とさせて頂いております。毎月1度の定期的なMTGを実施
し、お客様の問題解決に共に取り組んでいくためです。なお決算については関与いたしませんので、引き続き会社の顧問税理士の先生に

ご相談ください。

顧問契約 月額料金

着手金 30万円

（税別）

（税別）

売上高 月額顧問報酬額

10億円以下 15万円

10億円～ 30億円 20万円

30億円以上 30万円

※訪問時、土地の現地調査等に要する旅費・交通費等の実費は別途ご負担いただきます。

※契約期間は基本的に1年ごとの更新となります。
※事業承継コンサルティング全般（事業承継計画の立案、自社株対策、相続税等の節税対策、後継者選定アドバイス等）の月額顧
問料です。組織再編等の対策実行時には別途事前お見積りをさせて頂き、ご了承を頂いた上で実行報酬が発生します。

※すでに実行すべき対策がベースとしてある場合には別途スポットでのお見積りを提示させて頂きます。

事業承継コンサルティング費用



税理士法第33条の2に規定されている書面添付制度とは、税理士が
申告書に「その内容が正しいということを税務署へ説明する書類」を

添付し申告を行うという制度です。

この制度を利用するには、資料の作成に事務的な負担がかかる上、適

正でない申告書を提出した場合には税理士にも責任を問われるおそ

れがあるため、導入している税理士事務所は僅か13.6%（平成26年事
務年度国税庁実績評価書より）となっています。

しかし、税理士法人チェスターでは相続税申告に書面添付制度を導入

し、高品質で適正な申告を行うことで、安心の税務調査対策を行って

おります。

書面添付制度で税務調査のペナルティを回避

書面添付制度を適用せずに相続税申告を行い、その結果、税務調査により指摘を受けた場合には、過少申告加算税等のペナルティが課せら

れます。しかし書面添付制度を利用した場合、事前に税務署から意見聴取の機会が税理士に与えられるため、まず税理士が税務署からの申

告内容についての質疑に対応します。その結果、誤り等が発見され修正申告を行った場合であっても、ペナルティは課されないことになって

います。（平成24年12月19日 国税庁事務運用指針より）

これは非常に大きな書面添付制度のメリットであり、書面添付制度の適用により税務調査の回避、ペナルティの加算税の回避といったお客様

の負担を軽減することが可能となります。

『AERA（アエラ）』、『週刊文春』、『暮らしの手帖』、『日本経済新聞』、『朝日新聞』など、様々な雑誌や新聞に紹介されました。また、相続
税に関する記事の執筆や監修にも数多く携わっており、弊社の著書も大手出版社から発売されております。

相続税のプロとして各種メディアから評価されています
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税理士法人チェスター

 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   〒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
 名古屋事務所 〒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
   大阪事務所 〒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  
 設立日 2008年6月2日　
 従業員数  98名（税理士28名・公認会計士6名・ 
  不動産鑑定士1名・行政書士2名）   
  ※平成29年9月現在
 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 
  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
 実　績 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 264件/平成26年度 
  472件/平成27年度 706件/平成28年度
　　

 役　員    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）

  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）

  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）

  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）

  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）

 新宿事務所 田代 周平（タシロ シュウヘイ） 

  代表代行  L 税理士（東京税理士会新宿支部｜登録番号：134686号）   

会社概要

税務調査対策として書面添付制度を導入

お電話受付時間: 平日 9時～21時、土 9時～17時
フリーダイヤル 0I20-390-306 eメール  info@chester-tax.com

お問い合わせ 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。

税務調査に入られない
相続税申告

税務署からの信頼が高まり、
税務調査が入る確率が減ります。
一般的に税務調査を

受ける確率
税理士法人チェスターに

依頼した場合

20% 1%

メリット

1

税務調査の前に、税理士に事情説明の機会が 
与えられ、調査が省略されることがあります。
（通常は突然税務調査の連絡があり、調査が始まります）

メリット

2


