
❏ 税務署では教えてくれない節税をしたい
❏ 融資を受けたいので試算表が必要だ
❏ 税金や会計の知識がないので、何をしたら良いのかわからない
❏ 青色申告をしているが、簿記の知識に自信がない
❏ 法人化も視野に入れているので、法人化のタイミングも考えて個人事業をしたい

【A．月額顧問料のサービス詳細】 ※太字のメニューに関しては、月額20,000円以上の顧問料の方が対象

◇ T.V.B会計事務所が御社からいただいた会計資料やデータに税務的問題点はないかをチェックします。

◇ T.V.B会計事務所の担当者が経営全般の税務上の取り扱いに対する疑問に回答をいたします。

◇ T.V.B会計事務所の担当者が会計の基礎知識から経営への活かし方をお伝えします。

◇ T.V.B会計事務所の担当者が会計資料の作り方や保存の仕方をお伝えします。

◆ T.V.B会計事務所の担当者が、ご契約の頻度に合わせてお会いし、月次実績をご報告します。

◆ T.V.B会計事務所の担当者が節税のご提案を行います。

◆ T.V.B会計事務所の担当者が融資のアドバイスをさせていただきます。

◆ T.V.B会計事務所が補助金に関する情報をお伝えします。（手続きは提携中小企業診断士等をご紹介します）

◆

◆ T.V.B会計事務所の担当者が決算のシミュレーションをさせていただきます。

◆ T.V.B会計事務所が御社に有利な消費税の計算方法の選択判定のお手伝いをします。

【D．確定申告料　付随費用】

◇ 各種控除

医療費控除がある場合 ２万２千円(税込)
雑損控除がある場合 ２万２千円(税込)
寄付金控除がある場合(給与所得のみの場合)２万２千円(税込)
住宅ローン控除 ３万３千円(税込)

◇ 給与（+年金）のみの申告の場合
２ヶ所給与（＋年金）がある場合 ２万２千円(税込)
給与所得２０００万円超の場合 ２万２千円(税込)

◇ 譲渡所得の申告がある場合
株式 １万１千円(税込)
株式以外 １６万５千円(税込)＋譲渡代金×０．１％（特例適用は別途）

◇ 贈与税申告がある場合
財産評価なし（預金等） ３万３千円(税込)
財産評価あり（自己株等） １1万円(税込)～（財産評価込）

C．記帳代行料 D．確定申告料

16,500円
(税抜15,000円)

2ヶ月に１度お会いして、ご相談の場合。 22,000円
(税抜20,000円)

年商　～10,000万円　または　従業員　30名まで

※訪問しての打ち合わせの場合は弊社からの移動時
間及び費用から別途お見積り

※年商３億円以上の場合、内容により別途お見積
り

【T.V.B会計事務所　税務・会計顧問　料金表　個人事業様用】

こういったお悩みを持つ方を完璧にサポートします！

起業家支援のT.V.B会計事務所だからできた、低価格かつ高満足な個人事業様向けサービス

「個人事業パーフェクトサポート」

11,000円
(税抜10,000円)

３ヶ月に１度お会いして、ご相談の場合。 16,500円
(税抜15,000円)

年商　～5,000万円　または　従業員　10名まで

Ａ．月額顧問料　業務内容 Ｂ．月額顧問料　事業規模

5,500円
(税抜5,000円)

月次報告はなく、メールまたはお電話でのご相談
のみの場合。(セカンドオピニオン）

5,500円
(税抜5,000円)

年商　～1,000万円　または　従業員　1名まで

8,800円
(税抜8,000円)

半年に１度お会いして、ご相談の場合。 11,000円
(税抜10,000円)

年商　～3,000万円　または　従業員　3名まで

22,000円
(税抜20,000円)

毎月お会いしてのご相談の場合。 27,500円
(税抜25,000円)

年商　～30,000万円　または　従業員　50名まで

年商　～30,000万円　または　従業員　50名まで

        0円 お客様で会計ソフトの入力をしていただける場合
（入力方法の質問は無料）

77,000円
(税抜70,000円)

年商　～1,000万円　または　従業員　1名まで

11,000円
(税抜10,000円)

EXCEL,CSV等データで取引内容、金額等区分整
理されている。

110,000円
(税抜100,000円)

年商　～5,000万円　または　従業員　10名まで

27,500円
(税抜25,000円)

経費の判断等をT.V.B会計事務所に任せ、通帳レ
シート等帳票一式を一任いただく場合。

275,000円
(税抜250,000円)

22,000円
(税抜20,000円)

経費の判断等をお客様でしていただき、通帳、レ
シート等を区分整理いただく場合。

220,000円
(税抜200,000円)

年商　～10,000万円　または　従業員　30名まで

上記月間300仕訳まで。月間100仕訳増えるごとに+5,500円(税込)～
年商3億円または従業員50名を超える場合は別途

お見積り

部門別会計他、特殊な会計を用いる場合は別途お見積り 消費税申告がある場合は別途5万5千円(税込)～

税額控除、特別償却他税法上の特例等利用の際は別途お見積り

節税アドバイス

融資アドバイス

T.V.B会計事務所の担当者が資産活用、保険活用他を利用し企業の健全性強化のサポートをします。

税務監査

税務相談

月次会議

会計アドバイス

帳簿作成アドバイス

補助金・助成金　情報提供

企業防衛支援

決算シミュレーション

消費税判定



【A．月額顧問料　業務内容　のサービス詳細】 ※白抜きのメニューに関しては、月額20,000円以上の顧問料の方が対象

◇ T.V.B会計事務所が御社からいただいた会計資料やデータに税務的問題点はないかをチェックします。

◇ T.V.B会計事務所の担当者が経営全般の税務上の取り扱いに対する疑問に回答をいたします。

◇ T.V.B会計事務所の担当者が会計の基礎知識から経営への活かし方をお伝えします。

◇ T.V.B会計事務所の担当者が会計資料の作り方や保存の仕方をお伝えします。

◆ T.V.B会計事務所の担当者が、ご契約の頻度に合わせてお会いし、月次実績をご報告します。

◆ T.V.B会計事務所の担当者が役員報酬の設定をシミュレーションしてお手伝いします。

◆ T.V.B会計事務所の担当者が節税のご提案を行います。

◆ T.V.B会計事務所の担当者が融資のアドバイスをさせていただきます。

◆ T.V.B会計事務所が補助金・助成金に関する情報をお伝えします。（手続きは提携社会保険労務士等をご紹介します）

◆

◆ T.V.B会計事務所の担当者が決算のシミュレーションをさせていただきます。

◆ T.V.B会計事務所が御社に有利な消費税の計算方法の選択判定のお手伝いをします。

　調査・研究その他の特殊事情により作業量が膨大になる場合には、別途報酬を請求させていただく場合がございます。

【D．決算申告料のサービス詳細】

◇ T.V.B会計事務所が決算特有の処理をいたします。

◇ T.V.B会計事務所が法人決算書を作成いたします。

◇ T.V.B会計事務所が税務署へ提出する確定申告書を作成します。

◇ T.V.B会計事務所が都道府県・市区町村へ提出する確定申告書を作成します。

◇ T.V.B会計事務所が都道府県へ提出する確定申告書を作成します。

◇ T.V.B会計事務所が税務署へ提出する消費税申告書を作成します。

◇ T.V.B会計事務所が税務署へ提出する事業概況書を作成します。

◇ T.V.B会計事務所が税務署へ提出する勘定科目内訳書を作成します。

◇ T.V.B会計事務所が税務署・都道府県・市区町村へ確定申告書を提出します。

◇ T.V.B会計事務所が決算書を製本し御社へ納品します。

　税額控除・特別償却他税法上の特例等を利用される場合は別紙に記載しております。

※年商３億円以上の場合、内容により別途お見積り

Ｂ．月額顧問料　事業規模

27,500円
(税抜25,000円)

年商　～50,000万円　または　従業員　50名まで

※訪問しての打ち合わせの場合は弊社からの移動時間及び費
用から別途お見積り

5,500円
(税抜5,000円)

月次報告はなく、メールまたはお電話でのご相談のみの場合。(セ
カンドオピニオン）

5,500円
(税抜5,000円)

年商　～1,000万円　または　従業員　1名まで

8,800円
(税抜8,000円)

半年に１度お会いして、ご相談の場合。 11,000円
(税抜10,000円)

年商　～5,000万円　または　従業員　3名まで

年商　～10,000万円　または　従業員　10名まで

16,500円
(税抜15,000円)

22,000円
(税抜20,000円)

年商5億円または従業員50名を超える場合は別途お見積り

消費税申告がある場合は別途5万5千円(税込)～

上記月間300仕訳まで。月間100仕訳増えるごとに+5,500円(税込)～

220,000円
(税抜200,000円)

年商　～30,000万円　または　従業員　30名まで

27,500円
(税抜25,000円)

経費の判断等をT.V.B会計事務所に任せ、通帳レシート等帳票一
式を一任いただく場合。

275,000円
(税抜250,000円)

年商　～50,000万円　または　従業員　50名まで

D．決算申告料

        0円 お客様で会計ソフトの入力をしていただける場合（入力方法の質
問は無料）

C．記帳代行料

部門別会計他、特殊な会計を用いる場合は別途お見積り

税務監査

税務相談

決算書等納品

決算シミュレーション

消費税判定

165,000円
(税抜150,000円)

年商　～5,000万円　または　従業員　3名まで

11,000円
(税抜10,000円)

EXCEL,CSV等データで取引内容、金額等区分整理されている。 198,000円
(税抜180,000円)

年商　～10,000万円　または　従業員　10名まで

22,000円
(税抜20,000円)

経費の判断等をお客様でしていただき、通帳、レシート等を区分
整理いただく場合。

決算整理処理

会計アドバイス

帳簿作成アドバイス

役員報酬アドバイス

年商　～30,000万円　または　従業員　30名まで

22,000円
(税抜20,000円)

毎月お会いしてのご相談の場合。

11,000円
(税抜10,000円)

３ヶ月に１度お会いして、ご相談の場合。 16,500円
(税抜15,000円)

2ヶ月に１度お会いして、ご相談の場合。

【T.V.B会計事務所　税務・会計顧問　料金表】
T.V.B会計事務所は、貴社のニーズに合わせてご負担を選んでいただけるように、

料金体系を明確化しました。

Ａ（月額顧問料　業務内容）、Ｂ（月額顧問料　事業規模）、Ｃ（記帳代行料）、Ｄ（決算申告料）の組み合わせとなります。

Ａ．月額顧問料　業務内容

税額控除、特別償却他税法上の特例等利用の際は別途お見積り

企業防衛支援 T.V.B会計事務所の担当者が資産活用、保険活用他を利用し企業の健全性強化のサポートをします。

住民税申告書作成

事業税申告書作成

節税アドバイス

融資アドバイス

月次会議

税務署・都道府県・市区町村への提出

消費税申告書作成

事業概況書作成

勘定科目内訳書作成

補助金・助成金　情報提供

決算書作成

法人税申告書作成



別紙1

＜税務関係等報酬規定＞
税込　：円

税理士、役員 1日 110,000
担当者 1日 66,000

年末調整及び法定調書、法定調書合計表の作成、提出
基本料金 22,000
年末調整または源泉徴収票作成 1,100 （1名につき）
支払調書作成、提出 1,100 （1枚につき）

1提出先ごと 11,000

税務署、都道府県民税事務所、市区町村役場 5,500 （1枚につき）
その他行政機関等書類 別途お見積り

基本料金 11,000
1部門毎 22,000
5部門超 （1部門ごと） 11,000
資産・負債部門 （1部門ごと） 22,000

税理士法33条の2　書面添付
顧問料及び決算報酬に20%加算

試験研究を行った場合の法人税額の特別控除　
法人税額の控除額の5%（5万円に満たない場合は税込5万5千円）

高度省エネルギー増進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
法人税額の控除額の5%（10万円に満たない場合は税込11万円）

中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
1つの資産につき　税込1万1千円
法人税額の控除額の3%（5万円に満たない場合は税込5万5千円）

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の法人税額の特別控除
1つの資産につき　税込1万1千円
法人税額の控除額の3%（5万円に満たない場合は税込5万5千円）

給与等の引上げ及び設備投資を行った場合等の法人税額の特別控除
1名につき　税込1万1千円（社内集計の場合は　0円）
法人税額の控除額の3%（5万円に満たない場合は税込5万5千円）

その他の税法上の特例等を利用した税額控除、特別償却等の特例利用の際は別途お見積り

【T.V.B会計事務所　税務・会計顧問　料金表】

調査立会

償却資産税申告書の作成及び提出

税務等届出書類作成及び提出

税法上の特例等の利用

部門別会計


