
料金表（法人 – 継続サポートプラン）

500万円以下 1,000万円以下 2,000万円以下 3,000万円以下 5,000万円以下 1億円以下 1億円超

1名 11,000円 16,500円 22,000円 22,000円 27,500円 33,000円

別途
お見積

3名以下 16,500円 22,000円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円

5名以下 16,500円 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 38,500円

10名以下 22,000円 27,500円 33,000円 38,500円 38,500円 44,000円

10名超 別途お見積

売上
人数

A + B
基本サポート料

C
帳簿作成料

D
給与計算

月額
サポート料

上記料金の組み合わせにより毎月のお支払額が決まります。

• 決算料は上記金額に含まれております。
• 上記金額は訪問なしの金額になります。

訪問をご要望のお客様は1訪問あたり11,000円の
別料金となります。

• 表示金額は税込金額です。

★ 決算書、確定申告書の作成
★ 各種届出書の作成
★ 節税対策、税務署対応
★ 源泉徴収事務手続
★ お客様からのご相談対応

基本サポート料（A + B）

サービス内容

（月額）



料金表（法人 – 継続サポートプラン）

500万円以下 1,000万円以下 2,000万円以下 3,000万円以下 5,000万円以下 1億円以下 1億円超

エクセル集計 5,500円 11,000円 11,000円 11,000円 16,500円 16,500円 別途
お見積丸投げ 11,000円 16,500円 16,500円 16,500円 22,000円 22,000円

売上
内容

★ 総勘定元帳、月次試算表の作成
★ 領収書整理（丸投げのみ）

帳簿作成料（ C ）

サービス内容

（月額）

*1 店舗経営（飲食店等）、小売業などの「現金商売
系」の業種は上記金額より別途加算となる場合がござ
います。

・エクセル集計の場合は、原則、当事務所指定のエク
セルシートにてご入力いただきます。

・表示金額は税込金額です。

*1

給与計算（ D ）

1名 3名以下 5名以下 7名以下 10名以下 15名以下

給与計算 5,500円 7,700円 7,700円 11,000円 11,000円 16,500円

人数内容

★ 賃金台帳、給与明細書作成
★ 源泉徴収票、給与支払報告書の発行
★ 年末調整

サービス内容 ・役員報酬の計算も上記人数に含みます。

・表示金額は税込金額です。

（月額）

・ご自身で会計ソフトに直接ご入力の場合は、帳簿の作成状
況等を確認させていただきます。



料金表（法人 - 年１回プラン）

申告のみプラン 決算申告プラン 丸投げプラン

会計ソフトで帳簿付けおよび内訳書・決算書が
すでに出来上がっており、その数値をもとに確
定申告のみの作成を依頼される方が対象です。

簡単な帳面付けはしているものの、帳面の内
容をチェックしてもらったうえで決算書・確定申
告書を依頼されたい方等が対象です。

収入や経費は何も整理していない状態。帳簿
は作成しておらず、今ある資料をすべて渡して
依頼をされる方が対象です。

売上（規模） 金額 売上（規模） 金額 売上（規模） 金額

1,000万円以下 66,000円 1,000万円以下 88,000円 1,000万円以下 110,000円

3,000万円以下 88,000円 3,000万円以下 110,000円 3,000万円以下 132,000円

5,000万円以下 110,000円 5,000万円以下 132,000円 5,000万円以下 154,000円

5,000万円超 ご相談 5,000万円超 ご相談 5,000万円超 ご相談

確定申告書作成 ○ 確定申告書作成 ○ 確定申告書作成 ○

決算書作成 × 決算書作成 ○ 決算書作成 ○

帳簿作成 × 帳簿作成 × 帳簿作成 ○

オプション
消費税申告書作成 原則 33,000円 消費税申告が必要なお客様は合わせて作成いたします。

簡易 22,000円

* 申告期限までの期間、資料の整備状況、帳簿の作成状況等によりお引き受けできない場合がございます。あらかじめ
ご了承ください。
* 表示金額は税込金額です。



料金表（法人用オプション）

料金 備 考

基本料 33,000円/回 3名分までは基本料に含まれます

人数加算 2,200円/人 3名超の人数分を加算いたします

その他個別オプション

人数内容

（年末調整のみ）

料金 備 考

基本料 11,000円/回 1か所分の金額です

個別加算 5,500円/箇所 1か所以上の加算金額です

（償却資産税申告）

顧問契約
有

スポット 備 考

事前
打合せ

0円 22,000円 調査ポイントの確認

調査
立会

（半日）
33,000円

（全日）
55,000円

（半日）
33,000円

（全日）
55,000円

税務署調査官対応
資料準備・説明等

調査後
対応

0円 22,000円
調査内容、指摘事項

の折衝等

（税務調査）

料金 備 考

基本料 33,000円/期 1期分あたりの金額です

件数加算 22,000円/件 修正申告件数分に応じた加算

（修正申告）

報酬 備 考

融資
実行額

2%
事前打合せ

金融機関との取次・折衝
面談立会 ほか

（融資サポート）

• 業種等により着手金33,000円を頂くことがございます。
融資が成功した場合、着手金は上記報酬額に充当致します。

料金 備 考

簡易版 33,000円 売上・仕入経費の大枠での作成

詳細版 55,000円～ 必要な項目に応じてカスタマイズ

キャッシュ
フロー
計算書

77,000円～ 間接法による作成

（資金繰り表作成）

・表示金額は税込金額です。


