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■ 各種海外現地法人等登記変更手続き
（会社名変更・営業範囲変更・住所変更等）

■ 増値税一般納税人申請手続き代行

■ 聯合年検業務手続き代行

■ 駐在員事務所登記更新手続き

■ 増資・減資手続き代行

海外の会計税務に精通した専門家が、海外の会計税務に精通した専門家が、

国際取引に関する税務リスクの最小化の観点から国際取引に関する税務リスクの最小化の観点から

広範囲なコンサルティングサービスを提供します。広範囲なコンサルティングサービスを提供します。

■ 記帳代行

■ 会計相談

■ 現地法人の会計処理状況の現状把握調査

■ 現地法人の月次決算巡回指導

■ 親会社への月次会計報告指導

■ 法定調査報告及び外貨年検報告

■ 年度決算（棚卸立会、監査報告書翻訳等）サポート

■ 国外関連企業との往来勘定調査
（日本－香港－中国）

■ 連結パッケージデータ作成または作成指導

■ 財務デューデリジェンス

■ 企業価値評価

■ IFRS組替代行

■ 新会計準則導入支援

■ 現地会計スタッフ採用支援

■ 海外勤務者・在日外国人に係る税務

■ 非居住者に対する源泉徴収関係

■ 外国税額控除の適用に関するサポート

■ 租税条約の適用に関するアドバイス

■ 移転価格税制に関するコンサルテイング

■ 国際取引に係る消費税

■ 対日進出税務コンサルテイング　　

■ 中国税務申告代行及び作成支援
（企業所得税・営業税・増値税等）

■ 個人所得税確定申告作成指導

■ 中国税法コンサルテイング　

■ 中国移転価格税制同時文章作成支援

■ 設立手続き及び設立前後の
注意事項に関するコンサルティング

■ 設立場所選定サポート

■ 賃貸契約時の立会い及び
賃貸管理局登記手続き立会い

■ 現地法人・分公司・駐在員事務所設立手続き代行

■ 中国企業の海外進出申請手続き代行

■ 組織再編・清算等に関わる相談
（スキーム検討・手続き・税務リスク調査等）

■ 現地法人・分公司・駐在員事務所清算手続き代行

■ 駐在員事務所から現地法人、
分公司への組織変更手続き代行

■ 来料加工廠からの独資法人転換手続き代行及び
コンサルティング

■ 買収・合併・分割手続き代行及びコンサルティング

■ 統括会社活用コンサルティング

■ M&Aに関するアドバイザー

海外現地法人の設立候補地の選定、設立登記をはじめ、海外現地法人の設立候補地の選定、設立登記をはじめ、

現地法人とのＭ&Ａ及び組織再編に関するアドバイス等現地法人とのＭ&Ａ及び組織再編に関するアドバイス等

様 な々サービスをワンストップで提供します。様 な々サービスをワンストップで提供します。

会計税務関連事業 登記手続関連／再編関連事業

会計関連
Bus iness  Content s

現地法人・分公司・駐在員事務所設立登記業務関連
Bus iness  Content s

税務関連
Bus iness  Content s

清算・組織再編業務関連
Bus iness  Content s

手続き関連
Bus iness  Content s

国際取引に様 な々リスクが伴います。私たちは経理面・税務面からご支援致します。　
海外において、海外子会社財務状況の分析、海外進出税務コンサルティング、
海外会計税務に係る最新情報の提供等幅広いサービスを提供させて頂きます。
日本においては、源泉徴収関係、消費税の課税関係、外国税額控除関係、租税条約の適用、
海外勤務者の納税関係等特殊な税務問題に対応致します。

近年、新興国経済の発展や周辺諸国における貿易障壁の撤廃等により、
海外進出はどのような企業にとっても経営の選択肢の一つとなりつつあります。
私たちは、現地法人設立手続き代行をはじめとするきめ細かなサービスを提供することにより、お客様の海外進出をご支援致します。
また、遷り変りの激しい海外の経営環境や、お客様の経営戦略にあわせた最適なご提案を通じて、
お客様の海外でのビジネス展開をバックアップ致します。
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■ 人事労務相談（海外関連）

■ 海外勤務者の給与設定

■ 海外勤務者の社会保険適正化支援

■ 海外勤務規程等の諸規程整備

■ 海外勤務者用ハンドブック作成

■ 出向契約書等作成支援

■ 海外勤務者の労災保険加入支援

■ 海外勤務にあたっての労務監査

■ 海外勤務前研修

［提携先による支援］

■ 出張者や海外勤務者の査証（ビザ）の手配

■ 外国機関向けの文書作成

■ 海外勤務者の健康管理・メンタルヘルス対策

■ 海外勤務前検診機関の紹介

■ 就業規則等の諸規程・雇用契約書の翻訳

■ 外国人労働者の在留資格等の手配

■ 外国人労働者の脱退一時金申請代行

■ 中国現地法人の就業規則等諸規程の整備（日本語・中国語）

■ 現地スタッフを含めた人事制度構築支援

■ 現地スタッフの育成・トレーニング企画・実施

■ 現地法人からの人事労務相談業務　等
（日本本社との情報共有を行います）

■ 契約書類及び社内規定関連

■ ロイヤリティ契約書作成支援

■ 技術支援契約書作成支援

■ 業務フロー作成支援

■ 人事管理規定作成支援

■ 財務管理規定作成支援
（棚卸資産・固定資産・交際費管理規定など）

■ 組織管理規定作成支援

■ 生産管理規定作成支援

■ 業務管理規定作成支援

■ 翻訳代行

■ 海外勤務者（管理職）向けマネジメント力向上研修

■ 海外勤務者（管理職）向けコミュニケーション力向上研修

■ 海外勤務者（管理職）向け財務力向上研修

■ 現地スタッフ向けマネジメントゲーム研修

■ 現地スタッフ向けビジネスマナー研修

■ その他、各種教育研修全般

■ 中国子会社のJ-SOX文章化及び運用支援

■ 企業ドック
（現地法人の会計・税務・労務の適性総合診断）

■ 海外投資政策、配当政策のアドバイス

海外勤務者の労務環境整備から国内での外国人雇用まで、海外勤務者の労務環境整備から国内での外国人雇用まで、

海外労務に精通した専門家がトータルにサポートします。海外労務に精通した専門家がトータルにサポートします。

海外取引で重要となる各種契約書の作成業務から、海外取引で重要となる各種契約書の作成業務から、

海外現地法人の人事、財務、経営管理規定等の策定まで、海外現地法人の人事、財務、経営管理規定等の策定まで、

専門家がサポートします。専門家がサポートします。

労務関連事業 契約書・規程作成関連業務／その他

海外勤務者支援
Bus iness  Content s

契約書、規程作成関連業務
Bus iness  Content s

外国人雇用管理支援
Bus iness  Content s

中国人事労務支援 （中国、日本における支援）
Bus iness  Content s

その他
Bus iness  Content s

海外勤務者支援 ……………企業の海外進出にあたって盲点となりやすい人事労務環境を様 な々角度から検証し、
海外勤務者にトラブルがなく、不安を与えない環境整備をご支援致します。

外国人雇用管理支援 ………外国人労働者の雇用にあたり、全国各地の国際業務専門の行政書士等との連携により、
迅速な査証（ビザ）の取得や就業規則の翻訳等、
外国人労働者が安心して働くことのできる環境構築をご支援致します。

海外取引においては、書式の闘い（"Battle of forms")に勝利することが肝心です。
すなわち、自社に有利な契約条項が記載された標準契約条項を数多く準備しておくことが、
取引を早期にかつ有利にすすめるポイントとなるのです。私たちは海外の法律事務所等と連携して、
書式の闘いから、個別具体的な各種の法律文書、事実文書の作成まで幅広くご支援致します。
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海外進出支援グローバルネットワーク

NAC 国際会計グループ

名南コンサルティングネットワーク

合弁会社

平成17.1 名南税理士法人 豊田事務所 開設

平成17.5 （株）名南経営 大阪支店 開設

平成17.7 （株）名南経営と（株）イーコールが合併

平成18.1 名南税理士法人 下呂事務所開設

平成20.1 名南税理士法人 豊橋事務所開設

平成20.7 名南司法書士法人 設立

平成21.7 総称を名南コンサルティングネットワークに統一

平成21.9 日本人事労務コンサルタントグループ　設立

平成22.1 名南社会保険労務士法人 設立

（株）名南ネットワーク 設立

平成22.4 NACグローバルと合弁でNAC名南ホールティング 設立

平成23.1 （株）MEINANパートナーズ （旧称：（株）財務金融アドバイザーズ）設立

平成23.3 名南税理士法人 本店移転（中区）

平成23.4 名南税理士法人 東京事務所 開設

平成23.7 （株）名南経営 福岡事務所 開設

平成23.9 名南社会保険労務士法人 栄事務所 開設

平成24.2 （株）名南ファイナンシャルプランナーズ 設立

平成24.3 名南税理士法人 東京事務所移転（丸の内）

平成24.6 （株）名南経営 大阪支店移転（中之島）

平成25.6 名南（寧波）投資諮詢有限公司設立

平成25.7 全社本店移転（中区錦）

昭和41.10 佐藤澄男税理士事務所 設立

昭和43 名南労務管理総合事務所 設立

行政書士佐藤澄男事務所 設立

昭和50.8 （株）メイナン（旧称：（株）名南不動産鑑定所） 設立

昭和54 医業部創設

昭和59.10 （株）名南経営コンサルタンツ 設立

昭和62 （有）名南リスクマネジメント 設立

平成3.8 （株）生前契約相談センター （旧称：（株）名南M＆Aセンター）設立

平成4.8 （株）名南総研 設立

平成7.4 （株）イーコール（旧称：中部企業ネットワーク（株））設立

平成8.4 名南司法書士事務所 開設

平成8.7 （株）名南コンサルタンツと（株）名南総研が合併、（株）名南経営に社名変更

平成9.11 ISO事業部を開設

平成11.6 （株）名南財産アドバイザーズ（旧称：（株）船井財産コンサルタンツ名古屋）設立

平成12.10 「MyKomon.com」サービス開始

（株）名南経営 東京支店 開設

平成14.6 名南税理士法人 設立

平成16.2 （株）名南経営 栄支店 開設

平成16.3 上海名南企業管理咨詢有限公司 設立

沿革

名南コンサルティングネットワーク概要
GLOBAL
BUSINESS SUPPORT

 ［グローバルビジネス支援］

名南コンサルティングネットワークは、
中国アジア進出をはじめ、世界各国に進出する企業を
グローバルネットワークでサポートします。

  会計・税務

税理士法人 名南経営  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    相続対策・事業承継
    事業再編
    経理改善

    企業コンサルティング
    マネジメントシステム構築

株式会社 名南経営コンサルティング  ---------------------------------------------- 不動産活用・不動産鑑定
    M&A
    相続手続支援

司法書士法人 名南経営 ・ 名南行政書士事務所  ------------------------------------------- 法務・行政
社会保険労務士法人 名南経営  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 人事労務管理
株式会社 名南リスクマネジメント  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- リスク管理
株式会社 名南財産アドバイザーズ  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 財産運用
株式会社 生前契約相談センター  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 信託契約代理
株式会社 名南ファイナンシャルプランナーズ ------------------------------------------------------------------------------- 生命保険コンサルティング
株式会社 名南ネットワーク  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ITコンサルティング
株式会社 名南パートナーズ  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 財務戦略企画支援
上海納克名南企業管理咨詢有限公司  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中国進出・中国税務会計
上海名南信息技術有限公司 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 会計処理支援センター
NAC名南コンサルティング ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 海外進出支援
名南（寧波）投資諮詢有限公司  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ｍ＆Ａ・マッチング支援

2013年7月1日現在

業務提携 NAC名南コンサルティング

所在地
税理士法人 名南経営

本　　　店 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル4階

東京事務所 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-８-１ 丸の内トラストタワーＮ館１７階

豊橋事務所 〒４４０-００５８ 愛知県豊橋市旭本町６６　

下呂事務所 〒509-2206 岐阜県下呂市幸田1332-10  イナコート２階

株式会社 名南経営コンサルティング

本　　　社 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル5階

東 京 支 店  〒100-0011 東京都千代田区内幸町1-1-7 NBF日比谷ビルアネックス２階

大 阪 支 店  〒530-0005 大阪市北区中之島２-２-２ 大阪中之島ビル８階

福 岡 支 店  〒８１２-００１６  福岡県福岡市博多区博多駅南1-2-2博多1091ビル3階

司法書士法人 名南経営 ・ 名南行政書士事務所
株式会社 生前契約相談センター

 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル3階

社会保険労務士法人 名南経営
株式会社 名南財産アドバイザーズ
株式会社 名南ファイナンシャルプランナーズ
株式会社 名南ネットワーク

 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2-4-15 ORE錦二丁目ビル5階

株式会社 名南パートナーズ
株式会社 名南リスクマネジメント

 〒456-0031 愛知県名古屋市熱田区神宮2-6-7 ＭＥＩＮＡＮビル 7階

上海納克名南企業管理諮詢有限公司・上海名南信息技術有限公司

本　　　店 〒200020 上海市蘆湾区茂名南路205号 瑞金大厦1307

常州事務所 〒213161  江蘇省常州市武進区延政中路2号 常州世貿中心大厦B座2209号

名南（寧波）投資諮詢有限公司

 〒315010 浙江省寧波市海曙区靈橋道777中国人寿大厦1823室

総称

名南コンサルティングネットワーク

創業

昭和41年10月

事業内容

税務・会計、資産対策、法務、企業コンサルティング、海外進出支援、労務管理、ファイナン
シャル・プランニング、M&A、リスクマネジメント、ITコンサルティング

主要取引銀行

三菱東京UFJ／名古屋

加入団体

社団法人 日本医業経営コンサルタント協会／SBC国際コンサルタンツグループ（ICG）／メ
ディカル・マネジメント・プランニング・グループ（MMPG）／全国医療専門経営会計大会／日
本ファイナンシャル・プランナーズ協会／中部経済同友会／中部経済連合会

外部ブレーン

名古屋法務コンサルタントグループ／名南総合法律事務所

クライアント数

約5,800件

スタッフ

379名（男176名、女203名） （2013年7月1日現在）

税理士……………………………… 37名
公認会計士………………………… 3名
不動産鑑定士……………………… 1名
CFP ……………………………… 7名
弁護士……………………………… 2名

司法書士 ……………………………… 5名
行政書士……………………………… 3名
社会保険労務士……………………… 7名
宅地建物取引主任 …………………… 3名
中小企業診断士……………………… 7名
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