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事務所案内

どこう



ご挨拶

「会社」とは、資本主義の大海原に漂う一隻の船だと考えています。

航海のルート・スケジュール・目的の決まっているコンテナ船のように巨大な船もありますし、筏
（いかだ）の様な小さな船もあります。一体、何の目的の為にどこに向かって航海しているのかは、
それぞれの経営者・株主の皆さん次第です。

昨今の経営環境は凪のようです。しかし昨今の少子高齢化をはじめ様々な国内外の要因による景気
後退の予感や自然災害等のダメージにより一見、好景気に見える水面下では企業を取り巻く環境は日
に日に厳しさを増し、嵐の前の静けさのようです。
こんな厳しい資本主義の経営環境の中、私たちは「経営の羅針盤なる」ことが私たちの使命です。

目的地に目的を果たすために向かう為、今までの歩み（決算書）が正しいことを信じることができた
なら、遥か彼方にある目的地に向かって前進しているという確証になります。この確証は、前進が困
難な状況に陥ってもそれを乗り越えていく原動力になるものと考えています。

経営に正しい航路があるとは思っておりません。皆様の選んだ選択肢を正しい航路にしていくこと
が私達の使命だと思っています。

土公会計事務所

公認会計士・税理士 土公文平
社会保険労務士 土公美保子



事務所・事業概要

法人税
申告書

地方税
申告書

消費税
申告書

資産税
申告書

給与
計算

年末
調整

法定調
書作成

記帳
代⾏

記帳代行サービス
月次決算〜年次決算までﾄｰﾀﾙｻﾎﾟｰﾄ。

税務申告サービス
年間を通じて税務申告を実施します。

給与計算サービス
毎月の給与計算をサポート。

年末調整サービス
年末の源泉税業務をサポート

助成⾦
相談

相続
贈与

Ｍ＆Ａ
相談

不動産
相談

助成金申請サービス
少しでも可能性があれば申請します。

コンサルティングサービス
申告を含むワンストップサービスです。

税務顧問
経営相談は常時を受けています。

節税
相談

資⾦
相談

決算
ﾁｪｯｸ

労務
相談

労務顧問
従業員ﾄﾗﾌﾞﾙ等常時受け付けています。

■業務領域
当事務所では公認会計士・税理士による会計税務業務及び、社労士による人事労務業務
をフルサポートしています。

□事務所概要

事務所名

土公（どこう）会計事務所

・土公文平公認会計士事務所

・土公文平税理士事務所

・土公美保子社会保険労務士事務所

所在地
〒125-0062

東京都葛飾区青戸4-21-6-1F

連絡先

・電話/ＦＡＸ：03-6875-2700 （直通）

・携帯電話：080-7942-0116 

E-mail：b.doko@doko-kaikei.com

所属
日本公認会計士協会、東京税理士会、
東京商工会議所
中小企業庁 経営革新等支援機関 登
録

■税務会計ソフト
当事務所では「Freee認定アドバイザー」として、
クラウド型会計ソフト（Freee、MFクラウド、弥生
会計ｵﾝﾗｲﾝ）の利用による業務効率化に取り組んで
います。

■相続・贈与不動産、
Ｍ＆Ａ関連税務

当事務所では提携先不動産会社（レアス株式
会社）、安藤司法書士事務所と連携し、シー
ドリングパートナーズとして、不動産売却に
関する収入金額（譲渡金額）の最大化、及び
支出金額（納税金額）の適正化をサポートし
ています。
（実績：大阪の商業ビル、千葉のロードサイ
ドの商業施設等）

■税務業務報酬に含まれるサービス
月次試算表の会計監査
パソコンによる会計⼊⼒のサポート
税務及び総務に関する相談
消費税課税事業者選択及び簡易課税選択の有利不利の判定検討
消費税各種届出の作成と提出代⾏
総会議事録及び取締役会議事録の作成
源泉所得税の納付書の作成（毎月及び納期特例）
役員給与（定期同額給与及び事前確定届出給与）の相談
決算対策及び節税対策の打ち合せ

■税務業務報酬に含まれないオプションサービス
年末調整・法定調書作成及び提出作業・償却資産税申告書の作成及
び提出（応相談）
資⾦調達⽀援（150,000円〜）
Ｍ&Ａ⽀援（ＤＤ⽴会1日50,000円、企業価値評価200,000円）
不動産売却税務⽀援（⼿取り額シミュレーション︓50,000円）
社労士助成⾦⽀援（完全成功報酬 顧問先︓20％、⼀般︓30％）
税務調査の⽴会い報酬（1日60,000円）
修正申告書の作成（1税目・1期分に付き20,000円）
中間申告書の作成（1税目に付き50,000円〜）
登記関係事項は、提携している司法書士の先生をご紹介いたします。

外観



当事務所は「経営革新等支援機関」です。

事業概要
国⺠生活事業（資本金5000万円未満、従業員100人

未満） ※不動産事業の適用あり
融資額・利息

中小企業事業（資本金5000万円以上、従業員
100人以上）※不動産事業は適用なし

融資額・利息

①新事業活動促進資
金

「経営革新計画」の承認を受けた方等が、
当該事業を行うために必要とする設備資
金および運転資金

担保有：上限7,200万円返済期間10年間
（運転資金4,800万円返済期間7年間）
金利：特別金利Ｂ（経営革新計画あり）

担保無1.41%~1.80%、有0.51%~1.50%
金利：特別金利Ａ（経営革新計画なしでも、事業

転換の認定あり）
担保無1.66%~2.05%、有0.76%~1.75%

金利：事業転換の認定がない場合は通常の融資
担保無2.06%~2.45%、有1.16%~2.15%

担保・個人保証有要：上限2,000万円
金利：平均2.06％（10年返済を前提）

直接貸付 7億2千万円（うち運転資金2億5千
万円）（担保・保証人は応相談）
金利0.46%〜1.11％（10年返済を前提）

②中小企業経営力強
化資金融資事業

創業又は経営多角化・事業転換等による
新たな事業活動への挑戦を行う中小企業
であって、認定支援機関の支援を受ける
事業者を対象に日本政策金融公庫が融資

担保有：上限7,200万円
金利：1.16〜1.76％・・・自社利用、売買目的

事業_事務所（売買目担保付）
担保・個人保証有要：上限2,000万円
金利：平均2.06％（10年返済を前提）

直接貸付 7億2千万円(うち運転資金2億5千万
円)
（担保・保証人は応相談）
金利1.16％〜2.15％

③経営力強化保証制
度

中小企業が認定支援機関の助言を得て経
営改善に取り組む場合に信用保証料を軽
減

1階級分（約0.2%）の減少

国金の融資額は、上記の他の融資と組み合わせて国⺠⽣活事業は1億2千万円迄（中小企業事業は数億円迄）
「中小企業の会計に関する指針」および「中小企業の会計に関する基本要領」を適用すれば△0.1％

融資、経営革新計画の承認支援をしています。



社会保険労務士業務
各種補助金・助成金の採択実績

•業種：総合工事業（業務用の太陽光パネルの設置）

•導入前：草を刈って平地にならす作業が残業時間の
足枷。草刈りロボットを助成金で購入。

•導入後：リモコンで楽々、操作でき安全で時短に
なっている。

土公会計事務所の
2019年度インターバル助成金の実例紹介
■全自動芝刈り機（約100万円→20万円）

土公会計事務所の
2020年度モノづくり補助金の実例紹介
■マシニングセンタ（約1,600万円→800万円）

•業種：製造業（金属製品加工業）

•導入前：手作業による加工が製造量のボトルネック
になっていた。草刈りロボットを助成金で購入。

•導入後：全自動で加工が可能となり⽣産性が向上し
た。

土公会計事務所の
2021年度事業再構築補助金の実例紹介
■フィットネスジム（約1,900万円→700万円）

•業種：IT業

•導入前：IT業を営むが、コロナの影響を受けて
いた。

•導入後：コロナの影響を受けにくいタイプの新
しいフィットネスジム運営事業を新規展開

土公会計事務所の
2020年度テレワーク助成金の実例紹介
■テレワーク用のPC機器
（PC2台、スマホ5台、プリンター1台）（約47万円→無料）

•業種：介護福祉事業

•導入前：業務の為に従業員が会社に来る必要が
あった。

•導入後：従業員が会社に来なくてもスムーズに
テレワークができるようになった。



当事務所の節税への基本的方針

財産目線
3,000万円

財産目線
〜20億円

財産目線
〜100億円

Step.1

Step.2

Step.3

共済、Ideco

M＆A、不動産

公益財団法人・タックスヘイブン

まず、Step.1として、共済、Ideco等を利⽤して、節税メリットを享受しながらStep.2（M＆A、不動
産）への投資資⾦を蓄えることをお勧めいたします。



コンサルティング提携企業一覧

個人

法人

資産家向け

IPO支援

Ｍ&Ａ支援

高額所得者向け
不動産を用いた節税スキーム

相続・贈与スキーム

J-SOX・開示対応支援

バリュエーション・DDからマッチング迄

レアス㈱：http://re-as.com/

安藤司法書士事務所：https://aand-office.com/

Let’s IPO：http://www.letsipo.jp/

㈱日本ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ：http://jbii.co.jp/

提携企業・団体一覧



当事務所のモットーは「日本No.1のサービスの会
計事務所」です。資本主義の荒波の元、会社経営
の羅針盤となり企業の成⻑を支援します。

土公文平公認会計士事務所
土公文平税理士事務所
代表者氏名
土公文平（どこうぶんぺい）

事業内容
会計・税務・労務業務（法人・個人）、記帳代行業務
、Ｍ&Ａ仲介業、事業承継業務、不動産税務ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ業務

代表者略歴
九州大学（経済学部経済工学科）を卒業後、公認会計士試験に合格し、都内の会計事
務所（東京ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）、Ｍ＆Ａ仲介会社（株式会社日本ﾋﾞｼﾞﾈｽｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ）、大
手監査法人（ＰｗＣあらた有限責任監査法人）にて、税務・会計・監査業務に従事し、
土公会計事務所を開業。

土公美保子社会保険労務士事務所
代表者氏名
土公美保子（どこうみほこ）

事業内容
給与計算・各種届出業務・就業規則見直・助成金申請・人事労務アドバイザリー業務

代表者略歴
関⻄学院大学（商学部）を卒業後、社会保険労務士試験に合格し、都内の社会保険労務
士法人（東京ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞｸﾞﾙｰﾌﾟ）に勤務、その後、大手⽣命保険会社（住友⽣命保険相
互会社）と大手運送会社（ＳＧﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ）の人事部の勤務を経て、土公会計事務所を
共同で開業。現在、東京労働局で勤務。

私達の目標は「⺟性型経営を広める」ことです。これは従業
員を甘やかすということではありません。 “ヒト（従業
員）”の問題は、私が⺟性型経営で解決します！

スタッフ紹介



司法書士
安藤博信

社会保険労務士
土公美保子

公認会計士・税理士
土公文平

Seedlings Partners

私たちは法律・税務・労務のパートナーファームとして一体として、活動
することによりお客様に高品質のサービスを提供しています。

■業務活動実績（一部抜粋）
2019年：埼玉県の資産家の⽣前贈与関連業務
2019年：東京都の⽣前贈与関連業務
2020年：京都府の地主一族の相続関連業務
2020年：福岡県の⽣前贈与関連業務
2020年：大阪府の⽣前贈与関連業務




