
消費税の確定申告
事業所得の確定申告
（個人事業主）

請求書と納品書チェックサービス

振込データ作成サービス

請求書作成サービス

（給与所得・退職所得等の所得税
徴収高計算書は、顧問料に含む
（半年に 1度の場合のみ））

源泉所得税の納付書作成代行
サービス

決算書 /科目内訳書 /法人税・
地方税申告書の作成、提出代行

簡易的な株主総会議事録の作成
サービス

給与計算サービス

記帳代行サービス

税務調査立ち合いサービス

税務控除書類の作成代行

償却資産税の申告

年末調整

（法人）

各種届出代行
消費税の簡易/原則判定サービス
納税アラート連絡
納税予測金額のご報告
税務等情報提供サービス
面談サービス
記帳相談
税務相談
記帳チェック

支払請求書と納品書の一致確認サービス

万が一の税務調査を有資格者がサポート

通帳データ、レシートデータをもとに試算表
作成をさせていただきます。

人事労務 freee を活用し、ペーパーレスに給与
計算及び本人への伝達

毎月の源泉所得税の納付書の金額集計・作成
代行

法定調書/源泉徴収票/支払調書の作成、提出代行

原則、決算日から 2か月以内に作成・申告を代行

定時株主総会や役員報酬変更時等の議事録代行

税務署、都税事務所への異動届等の提出代行

該当クライアントへの決算前判定サービス

1か月前にメールにてご連絡

メール/チャットワークは無制限、電話 30 分 /月

有資格者による定期チェックを実施

メール/チャットワークは無制限、電話 30 分 /月

申告内容に関して、電話 /WEB会議にてご報告

償却資産税の作成、提出代行

各種税額控除の手続きの代行

お客様には納付書印刷の上、振込をいただくのみ

請求書情報をいただき、弊社にて作成・発送を
代行

支払予定請求書を PDFにて送付いただき、
ネットバンキング振込データを作成

20,000円＋2,000円 ×枚数
10,000円＋1,500円 ×件数
税額控除額 ×15%
70,000 円 /日

1,500 円 /枚

3,000円 /枚 (支払請求書 )

1,000円 /件

3,000 円 /人

集計件数
～5件　3,000円
～10件　5,000円
10件～　10,000円
(以降 10件ごとに＋10,000円 )

2ページ目の「記帳代行サービス」をご参照ください。

総務・経理サービス

その他税務サービス

確定申告作業

顧問料 9,800 19,800 24,800 29,800 39,800

前年売上規模（税抜金額）

49,800 59,800 69,800
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別途お見積り

58,800 99,800 124,980 149,980 199,980 249,980 299,980 349,980 別途お見積り

別途お見積り109,98089,98089,98069,80069,80049,80049,80049,800

3 か月に 1度、電話 /WEBを利用したミーティング

決算 3か月前目途にご連絡

メールでの情報誌（税務・経営）のご提供

～1,000万円 ～2,500万円 ～5,000万円 ～7,500万円 ～１億円 ～2億円 ～3億円 ～4億円 4億円～
サービス 概要 サービス詳細

料金表 会計事務所サービス料金表



記帳代行は、資料受領後、原則 1か月以内の完了を予定しております。前年度の仕訳数に応じて、料金を設定しております。部門別会計は、部門数に応じて仕訳単価が変動してまいります。
より会計データを経営指標として活かしたいクライアントの方々へは、部門別会計をオススメしております。

3か月に 1度の電話 /WEB会議だけではなく、対面や頻度をあげたミーティングもご用意しております。

※各種届出代行 /簡易的な株主総会議事録の作成サービスは、別途代金をご請求させていただくケースがございます。
※来社 /訪問 /WEB, 電話会議のお客様は、契約時にご選択いただく必要がございます。　　　  　　
※個人の方の確定申告は別途お承りしております。　　　　　　

※WEB会議利用の際は、所定のソフトをＰＣへインストールいただく必要がございます。
※上記コースには、会計ソフト利用料は含まれておりません。
※決算作業のみのご依頼の方は、当年度売上規模（税抜）の確定申告作業料金×1.5 倍の料金となります。

オプションサービス

記帳代行サービス

・メールのやりとりだけではなく、ご面談によるより詳細説明をご希望な方々へのサービス。
・毎月コース、3か月コース、半年コースよりお選びいただいております。
・サービス概要は以下になります。
　～記帳チェック結果のご報告
　～試算表のご説明
　～納税予測のご説明

◆ 追加面談サービス

来社 訪問 WEB・電話会議

12,000円 /時間

15,000円 /時間

17,000円 /時間

20,000円 /時間

10,000円 /時間

12,000円 /時間

10,000円 /時間 15,000円 /時間 8,000円 /時間毎月コース

3ヶ月コース

半年コース
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部門別会計

追加料金 0円

記帳代行料金 ×1.3

記帳代行 ×1.6

記帳代行 ×1.9

記帳代行 ×2.0

別途お見積り

1部門のみ

2部門

3部門

4部門

5部門

6部門～

記帳代行

5,000

10,000

15,000

25,000

35,000

45,000

～100仕訳 /月

～200仕訳 /月

～300仕訳 /月

～500仕訳 /月

～700仕訳 /月

～1,000仕訳 /月

料金表 会計事務所サービス料金表



※WEB会議利用の際は、所定のソフトをＰＣへインストールいただく必要がございます。
※上記コースには、会計ソフト利用料は含まれておりません。
※決算作業のみのご依頼の方は、当年度売上規模（税抜）の確定申告作業料金×1.5 倍の料金となります。

（※1）弊社会議室にお越しいただき、1日をかけて社長と協議をさせていただきます｡
（※2）弊社会議室にお越しいただき、2日をかけて社長と協議をさせていただきます。

3 /3料金表 財務アドバイザーサービス料金表

会計事務所
セットプラン

WEB　　39,800円 /月
ご来社　 59,800円 /月
訪問　　 84,800円 /月

単体プラン
WEB　　49,800円 /月
ご来社　 69,800円 /月
訪問　　 99,800円 /月

定例ミーティング
（月 1回 1.5時間
ミーティング）

・経営相談
・予算・実績の比較分析結果のご報告
・投資意思決定に関する助言
・資金調達に関する助言
・資金繰りに関する助言
・事業運営上のリスク対応への助言

・経営理念の再確認
・単年予算の策定
・過去の実績の分析 /振り返り
・事業の方向性の振り返り /見直し
・組織の在り方の振り返り /見直し

・既存ビジネスの振り返り /見直し
・新ビジネスの立案 /数値化
・簡易納税予測の試算
・削減可能経費の選定、対応検討

単年予算の
策定サポート

（1日コース）※1

・単年予算の策定サポートの検討時間の充実
・5ヵ年計画の策定
・ブランディングへの対応方針
・借入金の返済スケジュールの確認 /見直し
・従業員の採用計画の策定

会計事務所
セットプラン

99,800円 /2日 単体プラン 149,800円 /2日

会計事務所
セットプラン

49,800円 /日 単体プラン 79,800円 /日

5カ年計画の
策定サポート

（2日コース）※2

クライアントの経営会議に外部メンバー
として参加

会計事務所
セットプラン

24,800円 /回 単体プラン 49,800円 /回経営会議オブザーバー

借入相談や銀行員の方との面談時にオブ
ザーバーとして社長をサポート

会計事務所
セットプラン

年１回無料
それ以降は 19,800円 /回

単体プラン 19,800円 /回銀行同行サービス


