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日本公認会計士協会千葉会 

「事業承継やＭ＆Ａ等支援の公認会計士名簿」 

 

掲載日 2021年３月１日 

 

「中小企業の全てのライフステージにおいて、公認会計士はお役にたつことができます！」を合言

葉に、公認会計士は中小企業の「創業期、成長期、上場・Ｍ＆Ａ・事業承継、再生・廃業」の支援を

行っています。 

 

日本公認会計士協会千葉会は、中小企業支援研究会を中心として公認会計士による中小企業支援

の促進に関する活動をしています。 

 

この度、中小企業支援研究会は、「事業承継やＭ＆Ａ等支援の公認会計士名簿」を公表することと

しました。 

本サイトは、千葉会会員のうち、「事業承継やＭ＆Ａ等支援の公認会計士名簿」として、千葉会ウ

ェブサイト上の情報公開に同意をした公認会計士のみを掲載しています。 

本名簿の公開が、事業承継やＭ＆Ａ等の場面で相談対応可能な公認会計士を探すための一助にな

りましたら幸いです。 

 

 

「事業承継やＭ＆Ａ等支援の公認会計士名簿」利用にあたっての留意事項 

１．本名簿では、掲載を希望する日本公認会計士協会千葉会会員を 50音順に掲載しています。 

２．特定の事務所への依頼を推奨する意図はありません。 

３．本名簿を利用することにより発生した不利益について、当協会は責任を負うものではありませ 

ん。 

４．本名簿は不定期に、情報の追加・削除・変更を行うことがあります。 

５．本名簿は、事業承継やＭ＆Ａ等支援を必要とする際に活用することを想定して公表するもので 

あり、趣旨と異なる営業行為はご遠慮ください。 

 

 

 

日本公認会計士協会千葉会 

〒260-0013 

千葉市中央区中央 1-11-1 千葉中央ツインビル 1号館 9階 

TEL:043-305-4203 / FAX:043-305-4204 

午前 9時～午後 5時まで（休館日：土・日曜日、祝祭日、年末年始） 
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市山 学 市山公認会計士事務所 登録番号：28030 登録年：2011年 

事務所所在地：千葉市 TEL：- 

E-mail： manabu@ichiyama-cpa.jp WEBページ URL： http://www.ichiyama-cpa.jp 

＜略歴＞ 

大手監査法人にて多数の監査業務に従事した後、コンサルティング部門に移動し M&A支援や業務・シ

ステム等に係る案件にマネージャーとして多数従事したのち、独立開業。主に以下の業務を経験。 

・M&A後の体制構築支援（PMI） 

・財務デューデリジェンス 

・経理等の体制・業務構築、原価計算・管理会計構築 

・規程類の整備、内部統制構築 

・会計関連システム導入、RPA導入 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

事業承継や M&A では、承継・統合時点で、その後の体制・業務構築を見据えた動き方が重要になりま

す。事業承継も M&A もそれ自体が目的ではなく、その後の事業活動を従前以上にしっかりと行えるこ

とが重要と考えています。当事務所では事業承継・M&Aそのものはもちろん、承継後・統合後までを幅

広くサポートしています。 

 

 

 

 

牛島 真紀子 牛島会計事務所 登録番号：14026 登録年：1997年 

事務所所在地：浦安市当代島 3-3-1-403 TEL：047-317-4211 

E-mail： 

info@ushijima-accounting.com 

WEBページ URL： 

https://ushijima-accounting.com/ 

＜略歴＞ 

平成５年１０月 公認会計士試験二次試験合格 

平成５年 10月 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング（株）入社 

平成 11年８月 第一生命情報システム（株）入社 

平成 13年５月 ＫＰＭＧコンサルティング（株）入社 

平成 17年４月 ファースト･パートナーズ･グループ（株）入社 

平成 18年４月 ファースト･パートナーズ･グループ（株） 取締役就任 

平成 19年６月 牛島会計事務所開業 

現在に至る 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

2003 年より事業承継やＭ＆Ａの支援業務に取り組んでいます。事業承継に際しては、課題を整理して

スタートから実現までのプランニングを行い、必要に応じて事業引継ぎ支援センター、中小企業再生

支援協議会、金融機関等と連携して支援を行います。将来的な事業承継を見据え、現時点における自社

の株価試算等にも対応しています。Ｍ＆Ａを前提とした財務調査や株価算定にも多数の実績がありま

す。 
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霞 晴久 霞晴久公認会計士事務所 登録番号：9261 登録年：1987年 

事務所所在地：八千代市緑が丘 1-13-4 TEL：047-409-2321 

E-mail： hkasumi335@gmail.com WEBページ URL： https://kasumi-cpa.com/ 

＜略歴＞ 

監査法人トーマツ、新日本監査法人、国税不服審判所等を経て現在霞晴久公認会計士事務所所長。監

査法人勤務時代は会計監査、国際税務、海外赴任（欧州に通算 14年滞在）及び不正調査に従事。国

税不服審判所入所前は、日系企業が買収したベルギー法人の CFOを勤める。最近の著書・論文とし

て、「新版架空循環取引」（共著、清文社 2019年）、「月刊税理」（ぎょうせい・2020 年 10月号）破産

手続きにおける債務の確定と前期損益修正をめぐる問題。主な講演として「間違いだらけの海外子会

社管理」企業研究会 2020 年 11月 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

監査法人トーマツ・ＦＡＳ部在籍時代は、大規模小売業の企業買収、在フランス企業の国際Ｍ＆Ａ等の

事案に従事。国税不服審判所勤務時代は、数多くの相続事案、財産評価通達の解釈をめぐる事案に従

事。 

 

 

 

 

 

 

 

毛塚 邦治 毛塚会計事務所 登録番号：13221 登録年：1996年 

事務所所在地：市川市新田 5-5-33 TEL：047-303-3086 

E-mail： kezuka@cd5.so-net.ne.jp WEBページ URL： - 

＜略歴＞ 

1992年  公認会計士 2次試験合格、Coopers & Lybrand Tokyo（中央新光監査法人国際部）入所 

1996年 公認会計士 3次試験合格 

1999年 PwC Deutsche Revision AG デュッセルドルフ事務所出向 

2006年 毛塚会計事務所設立し、代表就任【現任】 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

幣事務所は、「クライアント共に発展することにより、地域社会に貢献すること」を事務所理念として、

クライアントの持続的な企業価値の向上を支援しています。 
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坂守 信治 坂守公認会計士・税理士事務所 登録番号：25093 登録年：2010年 

事務所所在地：千葉市中央区中央 1-1-1小川ビル 2階 TEL： - 

E-mail：info@sakamori-cpa.com WEBページ URL：https://sakamori-cpa.com/ 

＜略歴＞ 

2006年 あらた監査法人 入社  

・上場企業の会計監査 

・大手金融機関向け連結会計・組織再編アドバイザリー業務 

2010年 辻・本郷税理士法人 入社 

・各企業の会計税務顧問 

・相続、事業承継に関するアドバイザリー業務 

・株価評価や土地評価等の各種評価業務 

2013年 坂守公認会計士・税理士事務所 開業 

2013年 日本公認会計士協会千葉会 幹事 

2014年 千葉県産業振興センター 専門家登録 

2014年 千葉市産業振興財団 専門家登録 

2020年 千葉県事業引継ぎ支援センター 専門家登録 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

事業承継およびＭ＆Ａ等の支援業務 

・千葉県内の中小企業様の事業承継とＭ＆Ａをサポートしております 

・親族内承継から第三者承継等のお手伝いをしております 

 

 

 

 

 

鈴木 隆文 鈴木隆文公認会計事務所 登録番号：14346 登録年：1999年 

事務所所在地：市川市南八幡 4-5-20 5A TEL：047-376-6556 

E-mail： - WEBページ URL： - 

＜略歴＞ 

監査法人に３年間勤務後、独立しました。公認会計士資格のほかに、弁護士、不動産鑑定士、中小企

業診断士等の登録をして、これらの業務にまたがる分野での業務をしてまいりました。 

なお、現在、税理士登録はしておりませんので、税理士としての業務には対応しかねます。 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

２０年近く、相続案件や事業再生案件を中心に、株価評価・事業評価業務、デューディリジェンス業務

等に取り組んでいます。 

近年は、廃業支援や、債務超過企業での事業承継、経営者保証の問題解決に取り組んでいます。 
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田中 康之 田中康之公認会計士事務所 登録番号：15404 登録年：2000年 

事務所所在地：浦安市日の出 6-11-14 TEL：090-2313-8476 

E-mail： yatanaka1970@gmail.com WEBページ URL： - 

＜略歴＞ 

1994年に京都大学経済学部を卒業し同年に日本長期信用銀行（現 新生銀行）に入行。融資業務・経

営コンサルティング業務等に従事し、2001年退職し株式会社ブレインリンクを設立。その後、GCA株

式会社（東証 1部）と経営統合し、事業再生・事業承継・海外進出支援等の M&Aを数多くサポート。

現在、独立開業し多くの中堅企業の M&A支援・顧問業務を行っている。 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

売手・買手だけではなく、対象となる企業の従業員が幸せになる M&Aを成立させることを目指して日々

誠実に業務に取り組んでおります。大企業だけではなく中堅・中小企業に今後の先行き不透明な時代

の中で力強く成長していただくために、これまでの 20 年・100 件以上の M&A アドバイザー経験を活か

していきたいと考えております。 

 

 

 

 

 

 

 

西 浩明 西浩明公認会計士事務所 登録番号：9256 登録年：1987年 

事務所所在地：市川市中国分 3-10-16 TEL：047-373-0213 

E-mail： nishi.88.h@gmail.com WEBページ URL： - 

＜略歴＞ 

1983年に大手監査法人に入社し、監査業務や新規株式公開業務を経験したのち、1998 年より企業合

併・買収、事業再編・事業売却、業務提携・合弁、企業再生、民営化、承継型（親族外）M＆Aなどに

従事してきました。 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

 縁を大切にする M＆A、身の丈に合った M＆A、マネーゲームではない M＆A、従業員を大事にする M

＆A、こだわりとともに譲る気持ちも忘れない大人の M＆Aを応援します 

 取扱案件は金属製品、ゴルフ用品、旅館、靴、ゲーム機など業種も規模も多数 

 クロスボーダーも扱います 
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牧野 智成 牧野公認会計士・税理士事務所 登録番号：19170 登録年：2005年 

事務所所在地：千葉市中央区南町 3-6-16 TEL：043-263-0762 

E-mail： 

tomonari.makino.cpa@makino-kaikei.jp 

WEBページ URL： 

http://www.makino-kaikei.jp/ 

＜略歴＞ 

1978年 千葉市中央区生まれ 

2001年  公認会計士 2次試験合格、あずさ監査法人（旧朝日監査法人）入社 

2004年 公認会計士 3次試験合格 

2008年 あずさ監査法人退社後、牧野公認会計士・税理士事務所入社【現在に至る】 

2013年 税理士登録 

2016年 日本公認会計士協会千葉会 副会長【現在に至る】 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

日本公認会計士協会千葉会中小企業支援研究会担当副委員長を拝命しています。千葉県の中小企業支

援は、千葉県の公認会計士にお任せください。 

私としては現在税務業務を主たる業務としているため、税務顧問の一環として事業承継等の相談に対

応しております。長期的に関与いただくことで、事業承継等の後も多くの経営課題に対処いたします。 

 

 

 

 

 

横山 大輔 横山公認会計士事務所 登録番号：20566 登録年：2006年 

事務所所在地：千葉市中央区長洲 1-23-1-504 TEL：043-224-1883 

E-mail： 

daisuke.yokoyama@yokoyama-accounting.com 

WEBページ URL： 

https://www.yokoyama-accounting.com 

＜略歴＞ 

平成 14年に朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）に入所し、大手メーカーや総合商社等

様々な業種のクライアントを担当しました。また、在日外資系企業や、海外駐在を通じて在ヨーロッ

パの日系子会社を担当しました。 

平成 27年に現事務所へ入所し、地元の中小企業のお手伝いを行っています。 

＜事業承継やＭ＆Ａ等支援に係る取組＞ 

監査法人勤務時代には、海外企業との M&A 案件を担当していました。現在は、県内の第三者承継に係

るお手伝いをしています。後継者のいない経営者や、M&Aを通じて事業拡大を行いたい方からのご相談

をお待ちしています。 

 

 

 


