HLB Meisei 有限責任監査法人

HLB Meisei 有限責任監査法人は、 クライアントと業務に対して誠実に向き合い、 高品質のサービスを提供することを
モットーに２００５年５月に設立されました。
専門サービスにおいてもっとも重要なのは人材です。 当法人は１００時間を超える研修を毎年実施し自己研鑽の
ための補助制度を設けるなど、 人材育成に積極的に取り組んでいます。 また、 構成員が高品質の専門サービス
を提供するためにマニュアルやツールを整備するとともに、 品質管理体制の整備も積極的に行っています。
私たちは上場会社等の監査人として、 企業の財務データの適正性を検証して信頼性を付与することにより、 株式
市場の健全な発展や企業取引の公正な競争に寄与してきました。 また、 会計分野の専門家としてクライアントの
ニーズに真摯に向き合い、 保証業務以外の様々なサービスの提供も行ってきました。 そして、 どのような困難な
状況においても職業的専門家としてその能力の限り知恵を絞り、 問題を解決し、 クライアントの信頼に応えてきた
と自負しています。
これからも私たちは、 高品質なサービスの提供を通じて、 公正かつ健全な国際社会の発展に貢献していきたいと
考えています。

経営理念
明誠グループは、 誠実でかつ高度な
専門技能を有する人材を育み、
チームワークにより
高品質なサービスを生み出し、
公正かつ健全な国際社会の発展に
寄与する事を目的とする。

行動指針
私たちは信頼を得るために、
与えられた業務に誠実に向き合います。
私たちは高品質の業務を遂行するために、
専門知識と技術の向上に努めます。
私たちは公正不変の態度を貫くために、
誘惑や圧力に屈しない人格の形成に努めます。
私たちはより良い成果を出すために、
チームワークを大切にします。
私たちは先人の知恵に学び、
自ら創意工夫、 日々努力して、 ベストを尽くします。

HLB International
HLB Meisei 有限責任監査法人は、 アドバイザリーと会計に関する国際的なネットワークである HLB International
のメンバーファームです。


HLB International （HLBI） は１９６９年に設立され、 現在では１５０を超える国々に７００以上の事務所を有し、 ３万人近い専門スタッフ
を擁するネットワーク組織です。 メンバーファームはそれぞれの地域に根差し、 現地のビジネス、 法律、 慣習などに精通し、
幅広い人脈を築いていると同時に、 ネットワークに所属する世界中の専門家と密接なつながりを持ち、 クライアントの多様な
ニーズに応えています。
HLB International では、 全世界で一貫した高品質のサービスを提供するために、 グローバルな連携体制を整え、 国際会議、
WEB 研修、 マニュアルやツールの共有を行っています。 また、 高い品質を維持するために本部又はメンバーファーム
の経験豊富なパートナーによる定期的レビューを実施し、 国際的な基準を満たしていることを確認しています。
また、 HLB International は国際会計士連盟のフォーラムオブファームズのメンバーとなっています。 このことは、
HLB International に所属するメンバーファームが品質基準を満たしており、 財務報告及び監査業務において最高の品質
基準を満たしていることを意味します。

免責事項
HLB International （HLBI） は独立した専門的会計事務所およびビジネスアドバイザーによる国際規模のネットワークです。 各ファームは独立した法人であり、 他のいかなるメンバーの行為または不作為
に対する責任も負いません。 HLBI リミテッドはイギリスの保証有限責任会社であり、 HLBI ネットワークの国際的活動を調整するものですが、 専門サービスをクライアントに提供、 もしくはサービス
を監督、 運営するものではありません。 従って HLBI のネットワークに属するいかなるメンバーの行為または不作為に対する責任も負わず、 その逆もまた同様とします。

HLB Meisei 有限責任監査法人では、 株式会社明誠リサーチと協力し、
法定監査業務や国際監査基準に準拠した監査をはじめ
様々な保証業務等を提供しています。

保証業務

法定監査 ・ 任意監査

グローバルアシュアランス

金融商品取引法監査、 会社法監査をはじめ、 様々な法定監査や任意監査
に対応しています。 当法人は、 きめ細かく丁寧な業務をモットーとしており、
中小監査法人としての特性を活かしたパートナー自らによる深い関与で、
監査業務の遂行における迅速な判断や業務改善のための指導を可能に
しています。 また当法人は HLB International （HLBI） のメンバーファーム
であり、 その品質は高い評価を得ています。

HLBI のメンバーファームとして IFRS、 米国会計基準などの海外の会計基準
およびその実務に対する知識を有しており、 国際監査基準に準拠した監査
業務やその他の保証業務などの経験も豊富です。 また英語に堪能な専門
スタッフを多数擁しており、 海外とのコミュニケーションを必要とする監査業務
にも対応しています。

財務デューデリジェンス

その他の保証業務

他社の買収や他社への多額の出資を行う場合には、 対象会社の財務諸表が
適正に作成されているか、 簿外負債等がないか、 収益性に問題がないか等
の調査をする必要があります。 特に上場企業等においては、 経営意思決定に
おける適正手続の一つとして財務デューデリジェンスの実施が欠かせません。
当法人では、 適正な料金で質の高い財務デューデリジェンス業務を提供して
います。

企業の財務諸表に重要な影響を及ぼす業務のプロセスの一部を外部に
委託している場合には、 受託業務の監査が必要となります。 証券会社等に
おいては、 顧客から預かった資産と会社の資産を適正に分別して管理して
いるか否かについて監査が求められています。 当法人はこれらの監査の
他にも、 財務諸表の特定の項目の検証や内部統制の検証業務など、 様々な
保証業務に対応します。

公認会計士、 米国公認会計士、 税理士、 CISA （公認情報システム監査人）、
社会保険労務士などの専門スタッフの豊富な知識や経験のみならず、
他の士業との提携や HLBI の海外ネットワークを生かし、
幅広い分野での質の高いコンサルティングサービスを提供しています。

コンサルティング

経営改善 ・ 事業再生 ・ 事業承継サポート

株式公開サポート

当法人は財務および経営管理における専門的な知識 ・ 能力を活かして、

げていくサービスも提供しています。

企業規模の拡大を目的とした資金調達、 ブランドイメージや信用力の向上、
優秀な人材の獲得、 創業者利益の獲得や役職員の福利厚生の充実などのた
めに、 株式市場への上場は有効な手段の一つです。 その一方で、 株式公開
は内部統制の充実、 組織的経営への転換、 財務内容などの適時開示が
求められ、 必要以上のコストの増大や経営スピードの鈍化を招いてしまう恐れ
もあります。 当法人は、 コストの効率性を考慮した内部統制や開示体制の
整備をお手伝いします。

IFRS 導入 ・ 日本進出 ・ 海外進出サポート

財務分析支援 ・ CAAT ツール導入サポート

当法人は、 HLB International のメンバーファームとして、 国際的な業務に
豊富な経験とスキルを有しています。 具体的には、 英文会計、 IFRS への
組替、 IFRS 導入のサポートなどの会計サポート業務をはじめ、 国際的な
企業の日本進出における設立準備段階からのサポートや、 海外進出する
日本企業に対する現地のメンバーファームと連携したサポートなども行っています。

企業に蓄積された膨大な財務関連データを分析することは、 財務不正や
資産流用等の不正検出に役立つだけでなく、 内部統制に組み込む事後統制
としても重要となってきています。 しかし、 こうした財務分析は、 分析スキル
の習得や CAAT （Computer Assisted Audit Technique） ツールの導入が
必要となってきます。 当法人は、 監査で培った長年の経験を活かして、
財務分析の受託及び CAAT ツール導入支援を行います。

事業計画の作成、 指導および検証業務、 経営分析に基づく経営改善施策
の提案、 組織再編、 法的整理、 私的整理など多様な手法を用いた事業再生
プランの提案を行っています。 また、事業の永続的発展や相続対策のために、
経営者あるいは事業承継予定者の方々と共に事業承継対策プランを作り上

HLB Meisei 有限責任監査法人
■概要
Partner list

資格保有者数

（明誠グループ）

統括代表社員

武田 剛

社員公認会計士

６名

CISA （公認情報システム監査人）

１名

代表社員

西谷 富士夫

公認会計士

１名

社会保険労務士

１名

社員

石垣 敦朗

公認会計士試験合格者

５名

弁護士

１名

社員

吉田 隆伸

米国公認会計士

１名

弁理士

１名

社員

町出 知則

税理士

５名

米国ニューヨーク州弁護士

１名

社員

関 和輝

税理士試験合格者

１名

中小企業診断士

１名

HLB International
名称

HLB International

設立

１９６９年

規模

１５３ヵ国、 ７４５事務所

HLB International Head Office

人員

パートナー ２,０００名超
専門スタッフ ２万７,４８５名超

21 Ebury Street, London, SW1W OLD, United Kingdom
Telephone: +44 (0)20 7881 1100

Fax: +44 (0)20 7881 1109

Email: mailbox@hlbi.com
Web: https://hlb.global/
Chief Executive Officer: Marco Donzelli

より詳しい情報をお求めの方は、 HLB Meisei 有限責任監査法人にお問い合わせ頂くか、 HLB International のウェブサイト （www.hlbi.com） をご覧ください。

ＡＣＣＥＳＳ
〒１０３－００２１
東京都中央区日本橋本石町４－２－１６ Daiwa 日本橋本石町ビル５階
TEL : ０３－３５４８－２０３１
FAX : ０３－３５４８－２０３３
Mail ： soumu@meisei-audit.jp
URL : http://hlbmeisei.jp/
電車利用の場合
神田駅 （JR 中央線 / 山手線 / 京浜東北線） …
新日本橋駅 （JR 総武線 快速）

…

南口改札より 徒歩３分

２番出口より 徒歩５分

大手町駅 （東京メトロ丸の内線 / 東西線 / 千代田線 / 半蔵門線 / 都営三田線）

…

A2 出口より 徒歩７分

明誠グループ

Professional Service Group

私たちは、 クライアントの皆様のニーズに正面から向き合い、 ひとつひとつの業務に丁寧にそして誠実
に取り組み、 専門知識、 技術および経験を生かした質の高いサービスの提供を心掛けてまいりました。
２０１０年３月には、 HLB Meisei 有限責任監査法人 （当時 明誠監査法人） がグローバルな会計事務所
のネットワークである HLB International のメンバーファームとなり、 品質のさらなる向上とグローバルサービス
の拡充を進めております。
サービス品質の維持 ・ 向上の土台として、 研修教育体制の充実を図るとともに、 それを高品質のサービス
へと繋げるためにチームワークを発揮出来る社風と組織体制を育んでまいりました。 私たち明誠グループ
は、 職業専門家としての自らの使命を自覚して、 職業倫理を守り企業社会の公正な競争と健全な
発展に寄与していきたいと考えております。

明誠リサーチ

明誠税理士法人

■概要

■概要
社名

明誠税理士法人

社名

出資金

10,000,000 円

連絡先

03 - 3548 - 2034
03 - 5843 - 1016

URL

http://meiseitax.jp

■概要
株式会社明誠リサーチ
（Meisei Research Co.,Ltd.）

社名

代表取締役

月見 典史

所長

吉田隆伸

出資金

３,000,０００円

連絡先

連絡先

03 - 3548 - 2032
03 - 3548 - 2033

03 - 5843 - 2045
03 - 3548 - 2033

URL

http://meiseils.jp

（Meisei Accounting and Tax Corporation）

統括代表社員 増保 雪絵
代表社員
栃倉 富美江
社員
西谷 富士夫

URL

・ 法人税等の法人課税の申告、 相談等
・ 所得税等の個人所得課税の申告、 相談
・ 相続税等の資産税の申告、 相談
・ 記帳代行
・ 認定経営革新等支援機関業務
・ 国際税務

明誠労務管理事務所
（Meisei Labor Management Office）

http://meiseirc.jp

■業務

■業務

明誠労務管理事務所

■業務

・ ActiveData(CAAT ツール ) の販売

・ 労働保険、 社会保険手続

・ ActiveData 導入支援、 研修

・ 給与計算、 勤怠管理業務

・ IT 統制監査、 システム監査

・ 就業規則又は他の規則の作成

・ IT 統制コンサルティング

・ 人事制度コンサルティング
・ 労使トラブルなどのアドバイス

グループ沿革
2019 年 10 月

明誠有限責任監査法人より HLB Meisei 有限責任監査法人へ名称変更

2014 年 8 月

有限責任監査法人への移行に伴い、 明誠監査法人より明誠有限責任監査法人へ名称変更

2014 年 7 月

明誠税理士法人を設立

2011 年 1 月

明誠労務管理事務所 設立

2010 年 2 月

明誠監査法人が HLB International に加盟

2005 年 12 月

有限会社明誠コンサルティング （現 株式会社明誠リサーチ） 設立

2005 年 5 月

明誠監査法人設立

1997 年 5 月

武田剛会計事務所開業 （現 明誠税理士法人）

HLB Meisei 有限責任監査法人
〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町 4-2-16 Daiwa 日本橋本石町ビル５階
TEL︓03-3548-2031
Mail︓soumu@meisei-audit.jp
URL:http://hlbmeisei.jp/

