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企業を導く道標・・・確かなる視座

大いなる望みを抱き大海原を航海する船が、進むべき方角を確かめるために仰ぎ見る

星のように、私たちは激動の世界を突き進む企業を導く道標…確かなる視座…になる

という決意と情熱を監査法人の名前に込めました。

これからの時代に立ち向かう企業は、かつての大航海時代にも似て、激動する大海原に

乗り出す一隻の船といえるでしょう。そこで確かな舵を取るためには、自らの位置と能力

を客観的に認識する眼が必要です。私たち仰星監査法人は、企業経営者とそこに関わる

すべての人のための偏りのない眼の役割を担います。

Vision

Mission
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我々仰星グループは、監査・会計・税務に関連するプロフェッショナル集団

として独自の組織文化とアカウンティング・ファームを形成し、高品質な

サービス提供を通じて、日本経済や地域社会の発展に貢献する。

Transformation to the future

我々仰星グループは、次のような使命を持っています。

◎公正と誠実を貫く

◎最大ではなく、最強を目指す

◎高度な人格と専門的能力・実務経験を備えたProfessionalを育成する

◎常に高品質なサービスを提供する

Our Action

我々仰星グループの構成員は、

Vision及びMissionを実行するために、次のように行動します。

◎「独立不羈」の精神を堅持し、コンプライアンスを実践する

◎絶えず組織内外からの「信頼」を得る

◎Posit iveな考え方に裏付けられた「情熱」を保持する

◎常に「人間性の向上」に努め、魅力ある人間となる

◎社会やクライアントへの「貢献意欲」を保持する

◎幅広い知識と能力の研鑽に励み、「高度な品質」を維持する

◎開放的で自由闊達な「コミュニケーション風土」を維持する

◎「後進の育成」に注力し、仰星DNAの維持向上を図る
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Message from The CEO

独自の組織文化をもつプロフェッショナル組織を目指して
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　現在は、「三次元の変化」の時代と言われます。すなわち、あらゆる分野で例外なく変化がおき、それぞれの変
化の奥行が極めて深く、さらに変化のスピードが速い。このような変化の激しい時代状況に加え、グローバルな
経済関係の複雑化、世界的な人口爆発、地政学的なリスクの増大など、我々はまさに激動の時代の只中にあり
ます。

　このような時代の中で企業は、次々と高度で複雑な課題に直面しその対応に迫られています。言うまでもなく
企業は社会・経済活動の中で重要な役割を果たしていますが、それらの企業が属する資本市場において、健全
で持続可能な社会を実現するためのインフラの一部として、監査法人の果たすべき役割も非常に重要なもので
あると認識しています。

　我々仰星監査法人は、資本市場の信頼性を担保するという役割を果たすために、組織構成員それぞれが魅力
ある高度な人格と専門的能力・実務経験を備えたプロフェッショナルであるべきだと考えています。

　「仰星」という名前の由来は、論語の為政第二の「政を為すに徳を以てすれば、たとえば北辰其の所に居りて、
衆星之に共うが如し。」の一文にあります。
　つまり、徳のある政治を行っていれば、たとえば北の空に不動星として輝く北極星のように、その周りには優
秀な人材がどんどん集まってくるということにあります。

　目まぐるしく変化し複雑化する現状にあって、事象面においては「勇気をもって変わる」努力をし、一方、理念
の面ではこれを「大事に守り抜く」こと、いわゆる「不易流行」の精神で、優秀なプロフェッショナル人材が集い、
組織の内外を問わず、常にコミュニケーションを重視することで監査業務やコンサルティング業務を円滑に遂
行する活力ある組織づくりを目指したいと考えています。

　仰星監査法人は、独自の組織文化をもったプロフェッショナル組織として、企業の健全な事業活動を支援す
ることを通じて我が国の資本市場、さらには経済社会や地域社会の健全な発展に貢献します。

仰星監査法人　理事長髙田  篤

まつりごと ほくしん

むか
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「情熱」と言葉に出すのは少し気恥ずかしい。しかし、監査に限らず仕事を遂行するにあたって欠かせな
いもの、それは知識、経験、そして「情熱」だと私たちは考えています。プロフェッショナルである監査人
として、冷静に物事を進めていくことが求められるのは、もちろんです。しかし、その根底に情熱がなけ
れば、どんなに知識を詰め込んでも、クライアントの組織風土や人間関係を踏まえた会社の実態に
あった適切な判断はできないのです。正しくはこう表現すべきかもしれません。「冷静な判断と情熱が
大切だ」と。これを実践して築き上げていく信頼関係こそが、もっとも大切であると考えています。

乾いた時代に情熱で勝負するプロフェッショナル組織である

仰星監査法人は、創設以来、独立系の監査法人として着実にその地位を確立してきました。その過
程では一貫して、「公正と誠実を貫く」という精神的態度を保持するとともに、「最大ではなく、最強
を目指す」という構成員個々人がプロフェッショナル意識を維持・志向する、７つの特徴を持った
監査法人として活動しています。私たちは、会計・監査プロフェッションとして、『公正と誠実』を貫
き、激動の時代を生き抜く確かな視座として、社会の発展に貢献したいと考えています。

仰星監査法人とは

どんな業種、規模のクライアントに対しても、ただマニュアルどおりの同じ作業をするというのではな
く、そこに凛とした情熱を織り交ぜ、会社の実態や経営者の心を理解するよう努めることで、私たちは
真に高品質で、かつ効率的なサービスを提供できると考えています。

経営者の心がわかるプロフェッショナル組織である

過ぎたるは猶及ばざるが如し。監査人は慎重になる余り、時間をかけて必要以上の完璧を目指す傾向
があります。私たちは、監査の責任はあくまで現場のパートナーにあるという原則に立ちかえり、パート
ナーが現場をしっかりと統括した中で、現場の一人ひとりをプロフェッショナルと認め、その判断を信じ
ています。業務のスピードが要求されるとき、現場の判断で業務が進められることは大きなメリットに
なります。

クイックレスポンスで対応するプロフェッショナル組織である

私たちは、日本の商慣習の実態を知り尽くした日本生まれ日本育ちの監査法人としてのメリットを活か
して、日本の状況に合わせたあらゆる監査・コンサルティングに係るメソドロジーやツールを「目的適
合性と効率性」という観点をもって独自で開発することで、高品質のサービスをリーズナブルな価格で
提供しています。

コスト意識を強くもったプロフェッショナル組織である

私たちは、クライアントに適正なサービスを提供するためには、機動的でかつ柔軟な組織である必要
性を感じています。それは、様々な分野のプロフェッショナルとのネットワークを最大限に活用し、自身
は必要十分なだけの規模を保って、リーズナブルで最適なサービスを提供するという宣言なのです。

他分野の専門家と協力しあう
ネットワーク志向のプロフェッショナル組織である

私たちは、「クライアントが本当に相談したいのは、クライアントのビジネスに関心を持った上で物事の
本質を的確に理解し、常にクライアントのことを友人のように考える会計士である」と考えています。そ
れは、単にクライアントの立場に立って、親身に接して・・・ということではなく、必要な時には、耳の痛
いことも敢えて言うということです。

クライアントとともに歩み、成長するプロフェッショナル組織である

私たちは、監査業務に拘束力のある実務指針の策定や、国際動向に対応した監査ツールの開発など日
本公認会計士協会の活動に積極的に参加しています。また、このような協会活動を通じて、日本国内の
みならず、海外動向も含めた情報収集及び情報発信に努めています。

業界の発展に貢献するプロフェッショナル組織である

I
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短期調査（ショートレビュー）
● 問題点の抽出・体系化　● 改善策の検討・スケジュール化

監 査

「監査人が何を考えているのか、判らない」「監査人の最終判断が遅い」「見解が後でひっくり返る」といった状況では、会社の

意思決定に重要な影響を及ぼしかねません。

仰星監査法人では、監査人としての見解をレポートや協議の場で適時にかつ明確にお伝えします。

仰星監査法人は、自ら監査ツールやメソッドを開発しています。それらは監査チームに機械的な作業を要求するものではなく、

監査チームメンバーが個々に判断することを主眼としています。また、監査責任者は会社の状況に応じた監査手続の範囲や深

度を見定めたうえで、監査チームメンバーに効果的かつ効率的な監査の実施を指揮・指導しています。

仰星監査法人のオフィスはワンフロアで互いの顔が見える規模であるため、監査チームメンバーと監査責任者とが適時にかつ

容易に情報を共有できる環境にあります。このことは、より慎重な事案に対しても迅速な対応が可能であるということであり、

時間が経ってから現場と法人の見解が異なるなどという事態は起こりません。

近年では、会社組織に30代の中間層が少ないため、上級管理者が会計や関連情報を適時にキャッチアップしてスタッフに指

導・伝達することが困難になっていると言われます。仰星監査法人では、監査チームによる現場での指導・助言の他に、メール

マガジンやセミナー等を通じて経理関係者に会計関連の情報を提供しています。

監査（Audit）の語源は「聞くこと」です。

仰星監査法人は、会計監査の基本である「聞く」を、経営環境も含めて会社の状況を理解することによって実践しています。経

理部門をはじめとした財務報告を担う方々とのミーティングはもちろんのこと、CFOや監査役とのコミュニケーションについて

も定期だけでなく必要に応じて適時に実施します。

1

適時・適正な財務報告をお考えなら、一緒に同じ方向をみつめてみませんか？
■ 監査に関連したサービスラインの一例

１．金融商品取引法・会社法監査
２．株式上場監査
３．非営利事業体（学校法人・公益法人・
　  社会福祉法人・医療法人・労働組合 等）監査
４．地方公共団体外部監査

５．委託業務に係る内部統制の評価
６．システム監査
７．英文財務諸表監査
８．任意監査
９．合意された手続（AUP）

■専門家としての見解を適時にかつ明確に伝えます

■会社の理解を支えるツールと姿勢

■そのためには、あなたの会社を理解します

STEP 1 |
経営管理制度の整備
● 定款・諸規程類の整備　● 利益計画・予算統制の整備　● 月次決算制度・原価計算制度の確立　● 関係会社、役員・大株主などとの取引の整備

企業情報の適正開示体制の整備
● 財務会計システムの導入・見直し　● 会計処理基準の見直し　● 財務諸表（連結・個別・四半期）、計算書類などの作成体制の整備

内部統制監査受入体制の構築支援
● 貴社の実態を踏まえて現実的かつ効率的な内部統制構築と制度対応をサポート

STEP 2 |
証券取引所への提出書類の作成
● 有価証券上場申請書　● 上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）　● 上場申請のための報告書（Ⅱの部）STEP 4 |
株式の上場STEP 5 |

運用のフォローアップSTEP 3 |

■会計関連の情報提供もフォローしています

Service Line
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成長性・信頼性・安定性に高い評価が認められて初めて達成できる株式上場。それは、これまでの経営努力が報われるゴールで

あるとともに、次の成長への出発点でもあります。

仰星監査法人は「企業の応援団であり、クライアントとともに歩み、ともに成長する」ことを喜びと誇りにしています。この喜び

と誇りが実感できる瞬間のひとつが、クライアントの上場達成なのです。

上場準備においては、内部管理体制の構築や会計方針の見直し、上場申請書類の作成など、膨大な量の作業をこなさなければ

なりません。また、その作業には専門的な知識や経験が必要となるなど、高度な質が求められます。そのような状況の中、形式

のみを気にして杓子定規に理想の姿ばかり目指して指導するのは、上場準備企業にとっては無理難題を言われているだけに

なってしまいます。

仰星監査法人は、メンバーが監査以外の業務も幅広く経験しているという中堅規模ならではの強みを、株式上場支援にもいか

んなく発揮しています。まず、上場準備企業の現状や実態、特徴を的確に理解し、上場審査までに達成しておくべき現実的な企

業の姿を具体化します。次に、具体化した姿に効率的に至るための工程を定めます。そして、実践するにあたっては進捗状況に

応じて柔軟かつ弾力的に工程を見直します。

常にベストプラクティスを念頭に置いた現実的で実践的なアドバイス、これが仰星監査法人の得意とする上場準備支援の信条

です。このような実効性のある支援の下で、上場準備企業は円滑に上場することができ、また次の成長へと邁進できるのです。

2
■無理難題を言わない、杓子定規にならない

■現実的かつ実践的なアドバイスが信条

STEP 1からSTEP 4まで的確なコンサルティングで上場審査・会計監査に耐えうる内部体制の確立に尽力し、STEP 5の株式上場

へと全員参加型のプロジェクトを推進します。

■株式上場へのステップ

Service Line
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FAS業 務

●合併・会社分割・株式交換・株式移転・事業譲渡等の手法を用い、貴社の置かれている状況やニーズに応じた最適なスキーム

の検討、最適な再編手法に関するアドバイスを行います。

●仰星グループ内における連携により、法務・会計・税務・情報システムの各側面からスケジュール管理、各種規制への対応等

実務に密着した形でのアドバイスを行います。

●組織再編のバイブル『Ｑ＆Ａ 企業再編のための合併・分割・株式交換等の実務 その法律・会計・税務のすべて』（清文社）を

出版しております。

3

私たちは、以下のメニューから必要なサービスだけを提供し、
企業実態に合致した最適な経営情報システムをご提案します。

■企業組織再編に関するアドバイザリー業務

●株式譲渡に係る株価算定

●合併比率算定等、組織再編のための株主価値又は事業価値の算定

●商標権・特許権・その他無形資産の価値算定

■バリュエーション業務

●過去からの推移を含めた財務諸表数値に係る

　全般的分析

●主要な経営分析指標による分析

●事業別の損益分析

●EBITDA・運転資本に係る分析

●フリーキャッシュフローに係る分析

●事業計画作成の前提の検討

■財務デュー・ディリジェンス業務

Service Line
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コンサルティング

仰星監査法人は、会計の専門家としての専門的知識をベースに、情報技術を駆使し、経営戦略、戦術レベルの目標を設定し、そ

れとの乖離度合いを継続的にモニタリングすることにより「異常点を素早く検知し知らせる機能」を実現し、組織の潜在能力を

最高度に発揮する方法をアドバイスいたします。

4
■会計の専門家ならではの支援

仰星監査法人は、特定のメーカー及びベンダーと関係を持たないばかりでなく、自らシステムインテグレーターとしての立場に

立つこともありません。だからこそ、ユーザーサイドからの視点で様々な製品及びベンダーの選択を含めて、厳しくコストパ

フォーマンスを追求することが可能です。

■独立の第三者の立場から最適システムを選択

Service Line
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Financial Advisory Service

〈財務分析〉
●会計基準の検討

●資産の評価・簿外負債の有無の検討

　（各種資産の評価の妥当性、会計基準ではオンバランスされない

　  債務等の分析・簿外負債の調査等）

●税務リスクの有無についての検討

●純資産に係る分析

　（企業価値に対する影響も考慮して分析）

〈財務諸表の詳細分析〉

●民事再生法に基づく調査業務

    ・監督委員に対する調査報告書作成（監督委員サイド）
    ・再生計画作成アドバイス業務（申立代理人サイド）

●外部報告用の再生計画作成支援

    ・清算貸借対照表の作成支援
    ・民事再生法を適用した場合の弁済率の試算支援
    ・再生計画作成支援

■企業再生業務

会計面のみならず、税務面、法務面でも仰星グループの専門家チームと連携することにより、
問題点を十分に掘り下げて検討し、分かりやすく丁寧なサービスを提供します。

「情報化戦略の立案～情報システム導入」のタスク事例

◆内部統制評価体制の構築、支援及びその運用指導

◆決算早期化の提案、支援及びその運用指導

◆BPR に基づく業務改善の提案、支援及びその運用指導

◆組織改革、業績評価体制の確立、支援及びその運用指導

◆管理会計制度、原価計算制度の立案、導入指導

◆中長期計画～予算策定の立案、支援及びその運用指導

◆情報化戦略の立案～情報システム導入の提案、
　支援及び運用指導

単なる J-sox 制度対応ではなく、企業の実態に合わせた効率的
かつ効果的な内部統制の評価を実行できるまで支援

小規模会社向けの会計システムパッケージの導入から情報化
戦略の立案まで、必要なレベルに合わせた提案

システム化計画及びプロジェクトマネジメント
●経営戦略に基づく情報化ビジョンの明確化
●実行計画の立案
●プロジェクト管理
　（マルチベンダー環境でのプロジェクト管理）

システム開発支援及び運用指導
●技術支援
●開発ベンダーの選択支援
●運用ルールのマニュアル化、運用教育
●システム管理者候補の育成

システム設計・改善提案
●変革すべき組織、業務の定義
●ユーザーサイドに立った情報システム要件の定義
    ・ユーザーが理解しやすい業務フローによる要件定義
    ・柔軟性、保守性を保証できるデータベースの定義
    ・システムアーキテクチャー定義とテクノロジー設計
●既存システムの評価と改善提案

情報化戦略の立案

パッケージソフトの選定・導入指導
●企業ニーズの分析によるパッケージ導入の適否判断
●業務プロセス定義を視野に入れたパッケージソフト評価
●カスタマイズが必要な場合の要件定義
●導入、運用教育

情報インフラの再編・構築
●コンピューターネットワークの設計・導入指導
●運用体制の整備
●情報マインド醸成のためのユーザー教育



国際業務サービス5
■仰星監査法人は Nexia International に加盟しています

Service Line
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IFRSは日本では任意適用となっていますが、世界では着実に浸透しています。

 ●IFRS適用海外子会社の決算指導　　●IFRS適用の影響分析　　●IFRS関連情報のタイムリーな提供

仰星監査法人は、これらのニーズに的確に応えます。

Nexia Internationalとは、世界各国の独立した会計事務所及びコンサルティング・ファームによって構成される世界第８位

の国際的なグループです。イギリスに本部を置き、世界120以上の国と地域にメンバーを有しています。

メンバーは各国の企業の成長をサポートし、Nexia International を通じて企業の国際市場への進出を自信を持って支援して

いきます。

仰星監査法人は、定期的にNexia Internationalの主催する各種の国際会議に出席し、 メンバーファームと活発な意見交換を

行っています。

■海外上場支援、外国企業の日本子会社の監査等の実績豊富
国際業務の経験豊富なメンバーが、海外のメンバーファームとの窓口となって常にコミュニケーションを絶やさぬように心掛

けており、機動的、かつ、きめ細かなサービスを提供します。

Nexia Internationalとの提携をとおして、外国企業の日本子会社に対する監査等に数多くの実績を重ねています。規模の

大きいものから小さいものまで、サービス内容の多様なアレンジにも対応します。また、日本企業の海外上場支援の実績も

有しています。

Nexia InternationalのメンバーファームであるSKPグループと提携し、東京事務所内にインドデスクを設置して、日本企業の

インド進出を全面サポートする体制を整えています。

6
■IFRS に関する多様なニーズに的確に応えます

常にIFRSをキャッチ・アップしておくための最新情報をお届けします。IFRSは常に改正され、いわゆるムービング・ターゲットの

状況が続きます。貴社のIFRS担当部署が知っておかなければならない実務情報、制度情報を集合・個別セミナーを通じて、適

時適切に提供します。

■各種 IFRS セミナーの実施・社内教育研修サービス

IFRS対応の基本は影響分析です。「制度適用の動向に関わらずIFRSの影響は把握しておきたい」というニーズは多く、仰星監査

法人では独自ツールによる効率的な影響分析を適切なコストで実施します。

■影響分析を適切なコストで行います

IFRS導入には会計関連事項にとどまらず、業務プロセス・内部統制の見直し、システム変更など周辺分野での対策も必要とな

ります。仰星監査法人では、仰星グループと連携し、貴社に本当に必要な解決策をコンパクトに作り上げます。

■作り過ぎない！ 貴社の実態に応じたコンパクトな移行プランを提供

Service Line
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IFRS最新情報

貴社にとって
もっとも

使い勝手のよい
IFRS対応プランの
構築をサポート

タイムリーな
影響分析

移行プランの
カスタマイズ

〈免責条項〉 
仰星監査法人は、“ネクシアインターナショナル（NEXIA INTERNATIONAL）”のネットワークのメンバーファームの１つです。
ネクシアインターナショナル・リミティッドは、それ自身の名称又はその他の名称においてもサービスの提供は行いません。ネクシアインターナショナル・リミティッドとネクシアインターナショナルのネット
ワークのメンバーファーム（ネクシアという言葉を含む名称を使って事業を行っているメンバーを含む）は、世界規模のパートナーシップの一部ではありません。ネクシアインターナショナル・リミティッドは、
そのいかなるメンバーの作為または不作為によるいかなる責任をも負わず、あるいはそのいかなる債務を引き受けるものではありません。
ネクシアインターナショナル・リミティッドは、出版物あるいは提供されている文書および外部リンクの内容に基づいて行われたいかなる作為または不作為により生じたいかなる損害についても責任を負う
ものではありません。
“ネクシアインターナショナル（NEXIA INTERNATIONAL）”、”ネクシア（NEXIA）”および”ネクシア（NEXIA）”のロゴマークにかかる商標は、ネクシアインターナショナル・リミティッドにより所有されており、ラ
イセンスを受けて使用されています。
ネクシアまたはネクシアインターナショナルとは、文脈に応じて、ネクシアインターナショナル・リミティッドまたはネクシアインターナショナルのネットワークのいずれかを示します。www.nexia.comにてよ
り詳細な情報を閲覧いただけます。

I F R S



公 会 計7
■包括外部監査

Service Line

14

地方自治法において、都道府県、政令指定都市等については外部監査（包括外部監査）を受けることが定められています。ま

た、「財政健全化計画」・「財政再生計画」の策定団体は、将来負担比率に関する事項などについての個別外部監査が義務付

けられることとなっています。

私たちが提供するサービスには、会計や会社法だけでなく税法はもちろんのこと、その後の業務プロセス・ＩＴのあり方も考慮

する必要があるなど、様々な専門的分野の知識や経験が必要となります。

仰星監査法人では、有機的に結合した仰星グループとして最適なサービスを提供することが可能です。 

■仰星グループとしてのサービス提供体制

■沿 革

15

名 称

理 事 長

設 立

1990年 9月
1999年10月
2001年 8月 
2006年 9月
2006年10月
2008年 2月 
2009年 6月 
2011年 7月
2012年10月
2014年 7月
2021年 7月

北斗監査法人設立 
東京赤坂監査法人（平成5年設立）と合併し、東京北斗監査法人に名称を変更
NEXIA International に加盟
名古屋事務所を開設 
監査法人芹沢会計事務所（昭和27年創業・昭和59年設立）と合併し、仰星監査法人に名称を変更
PCAOB（公開会社会計監視委員会)に登録 
札幌オフィスを開設 
明澄監査法人（昭和30年創業・昭和62年設立）と合併し、北陸事務所を開設
福岡オフィスを開設
明和監査法人（昭和42年創業・昭和50年設立）と合併し、現在に至る
広島オフィスを開設

仰星監査法人 （英文名称：GYOSEI & CO.）

髙田 篤

1990 年

GYOSEI  GROUPGYOSEI  GROUP
仰星グループ一体としての 

コラボレーション
仰星グループ一体としての 

コラボレーション

■公会計の導入
いわゆる行政改革法などに基づき、地方自治体は公会計の導入（財務４表の作成等）が求められています。

■学校法人監査
公立高校無償化や少子化を受け、また、学校法人会計基準の改正も予定されており、学校法人を取り巻く経営環境は急激に

変化し、理事者の説明責任の重要性が増加しています。

■公益法人監査等
公益法人改革により、従来の財団法人等が一般法人又は公益法人のいずれかを選択し、移行することとなりました。

パブリックセクターの業務領域

法人概要

仰星監査法人では、これまで包括外部監査を通じ、支援・出資法人に対する委託料の不明瞭性、休眠団体の放置などを指摘してきており、
的確な問題点の把握を行っています。

仰星監査法人では、包括外部監査制度に基づく地方自治体の監査経験等をもとに、効果的、かつ、効率的な公会計導入支援を実施します。

仰星監査法人では、会計監査だけでなく、会計監査の経験を踏まえた学校法人経営の改善のための提案等も併せて実施いたします。

仰星監査法人では、移行支援コンサルティングの経験を踏まえ、実態に即した公益法人監査等を実施いたします。

仰星監査法人

仰星税理士法人

仰星
コンサルティング（株）

仰星監査法人

仰星税理士法人

仰星
コンサルティング（株）

●過去の監査等での豊富な経験
●幅広い業態に精通したプロフェッショナル

●ビジネスにおける税務リスクに精通
●経験豊富な税務業務

●業務プロセスの改革・改善
●情報化戦略の策定等のＩＴ
●企業活動の測定と管理に不可欠な会計

包括外部
監査

公益
法人監査等

学校法人
監査

公会計
支援


	2022法人案内-01-16改訂f2
	2022法人案内-02-03改訂b
	2022法人案内-04-05改訂a
	2022法人案内-06-07改訂
	2022法人案内-08-09改訂
	2022法人案内-10-11改訂b
	2022法人案内-12-13改訂
	2022法人案内-14-15改訂

