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概 要

沿 革
 1981 公認会計士・税理士  山田淳一郎事務所開設

 1986 山田不動産コンサルティング株式会社＊設立

 1989 株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ＊ 設立

 2000 山田ビジネスコンサルティング株式会社＊設立 
株式会社東京ファイナンシャルプランナーズ＊ JASDAQ上場

 2001 山田FAS株式会社＊設立

 2017 相続あんしんサポート株式会社設立

 2018 山田コンサルティンググループ株式会社
（事業子会社＊を合併統合し純粋持株会社から事業持株会社に移行）

 2019 東証一部に市場変更

 2022 プライム市場へ移行

● 税理士法人は特別法上の法人であることから、
各々の組織間に資本関係はありません。

●従業員数は2022年4月1日時点のものです。

山田コンサルティング
グループ株式会社

945名

税理士法人
山田＆パートナーズ

927名

Ｒ Ｏ Ｏ Ｔ Ｓ
山田淳一郎事務所から
スタートしました

 商　号 山田コンサルティンググループ株式会社

 英語名 YAMADA Consulting Group Co.,Ltd.

 本社所在地 〒100-0005  東京都千代田区丸の内1丁目8番1号
丸の内トラストタワーN館10階（受付9階）
TEL 03-6212-2510（代表）

 URL https://www.yamada-cg.co.jp/

 設　立 1989年7月10日

 代表者 代表取締役社長　増田 慶作

 資本金 15億9,953万円

 上場取引所 東京証券取引所　プライム市場

 証券コード 4792

 決算期 3月31日

 連結事業内容 経営コンサルティング、事業再生コンサルティング、事業承継コンサルティング、M＆Aコンサルティング
海外事業コンサルティング、不動産コンサルティング、教育研修・FP関連事業、投資・ファンド事業

グループ従業員数 945名（臨時従業員含む。2022年4月1日現在）

 免許・登録 宅地建物取引業者免許　国土交通大臣（1）第9313
一般不動産投資顧問業　国土交通大臣（一般）第1294号
第二種金融商品取引業、投資運用業　関東財務局長（金商）第3075号

基本理念

私たちは、顧客をはじめとするステークホルダーの
成長・発展を通じて社会に貢献することを目指します。

コンサルティング会社の財産は「人」であり、創業以来、「基本理念」の浸透に情熱を傾けています。

「心と行動の規範（コンプライアンス規程）」と「心と行動の基軸（人・ビジネスパーソンとしてのあるべき）」を作り冊子にまとめ、

日々の読み合わせや全社員研修を行っています。こうして培われる企業風土は、

顧客のみなさまに私たちが提供する付加価値の原動力となるものと考えています。

顧客のために、真摯に専門性を磨き続けること、自ら考え自ら動くこと、

より高いレベルに・新しいことにチャレンジし続けること。

また、良い仕事をするためには、顧客・社外パートナー・同僚に信頼されなければなりません。

そのために、「謙虚・素直・誠実に、感謝を忘れない。迷ったときは良心に立ち返る。お互いを尊重し、

人間力を高め合う。」と行動できるよう努力を続けること。

顧客を中心に据え、顧客の抱える（顧客ご自身が気づいていないことも含めて）課題解決のために、

組織や役割を超えて協力し続けること。

そして、顧客のみなさまに満足いただき、私たちを長期的なパートナーと認知いただき、

顧客の成長と発展を支え続ける存在でありたいと考えています。

社会貢献
私たちは、

高付加価値情報を創造・提供し、

顧客と社会の発展に貢献します。

個と組織の成長
私たちは、

個と組織の成長と調和を目指し、

高い目標を掲げる個を尊重します。

健全な価値観
私たちは、

信頼される人間集団として、

健全な価値観を共有します。



事業領域
山田コンサルティンググループは、コンサルティング歴��年以上の
経営課題解決の豊富な経験と実績を有する総合コンサルティングファームです。

事業承継コンサルティング
経営・財務・税務・法務等の課題を明確化し、
親族内承継・役職員による承継（MBO）・第三者承継（M＆A）等、
あらゆる選択肢の中から最良の道を検討し、その実行まで支援します。

事業承継プランの策定・実行支援│非上場企業オーナーの相続・自社株承継支援
上場企業オーナーの相続・資産承継支援│不動産オーナーの相続・資産承継支援
次世代経営に向けた企業グループの再編支援│後継者の新経営体制の仕組み作り支援

持続的成長コンサルティング
めまぐるしく変化するビジネス環境の中で企業が持続的成長を実現するために、
各業界のプロフェッショナルが経営課題の解決を
現場第一主義にて一貫して支援します。

経営戦略策定支援│収益改善・現場力向上支援│新規事業開発支援
業務プロセス改善・経営課題解決支援│サプライチェーン戦略策定支援
事業ポートフォリオマネジメント支援　

M＆Aコンサルティング
経営者・企業に寄り添い、課題解決のためのひとつの選択肢として
M&Aを捉え、「なぜ会社を売るのか、なぜ会社を買うのか」を
しっかり話し合い、想いを共有しM&Aを進めます。

M＆A前の課題解決支援│M＆Aプランニング│M＆Aアドバイザリー│M＆A仲介
デューデリジェンス・バリュエーション│M＆A実行後の統合支援
買い手企業の経営戦略に基づく買収候補先発掘（Y-search）

事業再生コンサルティング
事業・財務の一体的な再構築により、企業の収益力強化・財務状況の
健全化の実現に向けて、現状調査・計画策定・実行支援まで
総合的かつ機動的にサポートします。

課題把握のための事業・財務デューデリジェンス
事業・オペレーション・財務の再構築支援│キャッシュフロー改善支援
事業再生計画・構造改革プラン策定支援│事業再生スキームの構築・実行支援
事業再生実現のための利害関係者への説明支援

海外事業コンサルティング
海外事業の成長に向けた戦略策定やM&Aアドバイザリーサービス、また現地法人の改善
及びリストラクチャリングに至るまで、各ステージの経営課題の解決をサポートします。

成長戦略策定支援│クロスボーダーM&A│海外オルタナティブ投資のご提案（資産運用）
市場調査│グループガバナンス・地域統括機能強化支援│現地法人・拠点改善支援│再生・カーブアウト・撤退支援

YAMADA Consulting Group

Business Field

組織・人事コンサルティング
組織・人材に関する課題に対して専門的かつ
総合的なソリューションを提供し、
中堅中小企業の持続的成長を支援します。

組織・人材戦略構築│人事制度再構築
組織風土診断・従業員満足度調査│労務相談│業務改善支援

コーポレート・ガバナンス
企業の持続的成長や中長期的な企業価値向上に向けた
コーポレートガバナンスの取り組みを、株主やその他の
ステークホルダーの視点を踏まえ、ワンストップで支援します。

取締役会の実効性評価支援│役員報酬・株式報酬制度の設計支援
サクセッションプランの策定支援│内部管理体制の構築支援
サステナビリティ情報開示支援

不動産コンサルティング
保有する不動産にかかる調査・分析をはじめ有効活用の提案、
売買・賃貸の仲介、賃貸管理等、多岐にわたるご相談に
ワンストップで対応します。

不動産調査・分析│売買仲介│賃貸仲介│相続対策と有効活用
不動産顧問サービス│賃貸不動産の管理と収益改善対策
貸宅地の整備及び各種交渉代行│不動産の相続税物納サポート

教育研修
社員研修・FP教育（資格取得・実務）を中心に、
専門性の高い講師ネットワークにより、気づきの多い
体験型プログラムを構築し、企業の人づくりを支援します。

営業スキル研修│ビジネススキル研修│ライフプラン研修
マネジメントスキル研修│ FP教育研修
確定拠出年金（DC導入・継続）教育

ITコンサルティング
経営視点でIT戦略・企画を立案し、実行後の業務定着化まで
一貫して対応します。実現可能性を重視した最適なITサービスの
提供により改革を支援し、企業の成長に貢献します。

デジタル戦略・活用支援│業務改革支援│IT企画・導入支援
IT高度化支援│IT部門強化支援
業務アプリケーションクラウドサービス導入支援

ファンド事業
経営承継・株主構成・分散株式等、様々な資本政策上の
課題に対し、各種コンサルティングとともに、
ファンド事業として資金的なソリューションも提供します。

最適な資本構成の構築支援│安定的な株主構成の構築支援
株式分散の課題解決支援



国内は主要都市に拠点を置き、海外ではアジアを中心に直接の拠点・子会社を展開し、本社・現地双方から支援しております。
また、海外提携先との連携により、欧州、米国を含めグローバルなサービス体制をとっております。

拠 点

神戸
〒650-0001
兵庫県神戸市中央区加納町4丁目2番1号
神戸三宮阪急ビル14階

大阪
〒541-0044
大阪府大阪市中央区伏見町4丁目1番1号
明治安田生命大阪御堂筋ビル12階

九州（福岡）
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目13番１号
九勧承天寺通りビル５階

広島
〒732-0057
広島県広島市東区二葉の里三丁目5番7号
GRANODE広島6階

岡山
〒700-0907
岡山県岡山市北区下石井１丁目1番3号
日本生命岡山第二ビル本館4階

熊本
〒860-0047
熊本県熊本市西区春日３丁目15番60号
JR熊本白川ビル5階

国  内

東北（仙台）
〒980-0021
宮城県仙台市青葉区中央1丁目2番3号
仙台マークワン11階

盛岡
〒020-0045
岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9番1号
マリオス19階

東京
〒100-0005
東京都千代田区丸の内1丁目8番1号
丸の内トラストタワーN館10階

名古屋
〒450-6641
愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番3号
JRゲートタワー41階

浜松
〒430-7715
静岡県浜松市中区板屋町111番地2
浜松アクトタワー15階

郡山
〒963-8002
福島県郡山市駅前2丁目5番12号
郡山野村證券ビル5階

京都
〒600-8009
京都府京都市下京区四条通
室町東入函谷鉾町101番地
アーバンネット四条烏丸ビル5階

海外提携先・加盟ネットワーク
東洋ビジネスサービス株式会社　Takenaka Partners LLC　北京大成（上海）律師事務所　上海外聯発商務諮詢有限公司
PT. JAPAN ASIA CONSULTANTS　ZICO Holdings Inc.　Clairfield International SA　World Services Group

202204

中国（上海） アメリカ（ロサンゼルス）

韓国
（コヤン）

インド（グルグラム）

ベトナム（ハノイ）

ベトナム（ホーチミン）

シンガポールマレーシア
タイ（バンコク）

インドネシア（ジャカルタ）

海  外

海外子会社
Spire Research and Consulting  Pte Ltd.
シンガポール、インドネシア、マレーシア、インド、ベトナム（ハノイ、ホーチミン）、韓国、アメリカ、日本
主に日本、アメリカ、欧州、アジアの多国籍企業を対象に新興国への事業展開のための市場調査サービスなどを提供。

盛岡出張所

東北（仙台）支店

郡山事業所

浜松事業所
名古屋支店

京都支店神戸支店

岡山事業所

熊本事業所

九州（福岡）支店 広島支店 大阪支店

東京本社

山田コンサルティンググループ 海外拠点 （子会社Spireを含む）
海外提携先


