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● ロシアCIS地域への進出の際の市場参入戦略支援

● ロシアCIS地域への進出手続支援

● 同地域への進出後の記帳代行、税務申告等のコンプライアンス業務支援

● 同地域での人事及び労務管理支援

● 日本及びロシアCIS地域における会計、税務コンサルティング

● 日本企業の現地拠点への内部監査、内部統制監査支援

● 買収、資本参加等にあたっての各種デューデリジェンス業務

● ロシア企業の信用調査

● 日本企業のロシアCIS地域での事業再構築及び撤退支援

● ロシア企業の日本進出支援

● Advisory service  for market entry strategy of Russia and CIS countries

● Registration and administration support of market entry into Russia and CIS countries 

● Tax and accounting compliance support of Russian entity

● Payroll and labor related consulting

● Tax and accounting consulting

● Internal audit and J-SOX support 

● Due Diligence

● Credit research

● Advisory service of restructuring of Russian business / close down of Russian business

● Advisory service  for Russian company entering Japanese market 

日本企業のためのロシア専門の会計コンサルティングファーム

Russian Business Professional Firm

主な業務内容 / Our Services



MINATO Consulting, Inc.

弊社は、日本発、日本初の公認会計士により設立されたロシアCIS地域を専門とする

国際会計事務所です。日本企業のための「ロシア専門の会計プロフェッショナル

ファーム」をコンセプトに今後成長が期待される同地域への進出支援及び進出後の同地

での運営支援を行う会社です。

日ロ両国の実務に精通した専門家が、お客様のニーズ、規模、環境に合わせたオーダー

メイドのサービスをご提供致します。

Minato Consulting group is international tax and accounting firm focusing on 

Russian and CIS counties. We provide one stop service to Japanese clients from 

market entry to local operation under concept  of “Russian business professional 

firm”. We provide a wide range of services to help meet all our client’s goals.

Our experienced professional team renders quality and order-made services to 

the various client’s needs.

１．実務重視のサービスを適正価格で提供致します

大手国際会計事務所等で経験を積んだ日本人及びロシア人専門家による実務志向のアドバイス を適正価格でご提供致します。

２．お客様の規模、ニーズに合わせた柔軟な対応を行います

お客様の予算やニーズを事前に伺った上で、費用対効果を最大にするためのアドバイス方法を個別にご提案致します。

３．お客様のニーズにワンストップで対応致します

お客様のロシアビジネスに関する様々な悩みや問題に対し日本人窓口を通じてワンストップで対応を致します。

１． Quality service with reasonable price

We provide quality and practical service by experienced professionals who worked at Big-4 firms for a long time.

２． Order-made support for each clients

We understand various unique client needs first. Then propose efficient and effective approach.

３．One stop support for client’s Russian business

We provides a wide range of services via our “connected thinkers” to help meet all our client goals with Japanese

speaking window.

サービスの特徴 / Our Advantages – Small but Beautiful

グループ概要 / Corporate Profile

企業理念 / Company  Philosophy  

⚫ スタッフ数：18名（日露グループ全体：2020年7月時点）

⚫ 加入団体：ロシアNIS貿易会（日本）、モスクワジャパンクラブ（ロシア）

⚫ Total number of staffs : 18 (as of July 2020)

⚫ Membership : Japan association for trade with Russia & NIS (ROTOBO)

Moscow Japan Club (Japanese chamber of commerce in Moscow)

日本企業のためのロシア専門の会計コンサルティングファーム / Russian Business Professional Firm

上村 雅幸

株式会社ミナト国際コンサルティング代表取締役

ミナト国際会計事務所所長

公認会計士・税理士

Kamimura Masayuki

Managing Director of MINATO Consulting, Inc.

Representative of Minato Kokusai Accounting Firm

Certified Public Accountant (Japan)

Tax Attorney (Japan) 

1996年早稲田大学法学部卒業。プライスウォーターハウス青山監査法人、株式会社イニット社長室長を

経て、2004年プライスウォーターハウスクーパース（PwC）イースタンヨーロッパに入社。2009年ま

でプラハ、ブリュッセル、モスクワに駐在し、東欧ロシア地域での日系企業の現地進出支援を行う。

After earning a bachelor’s degree in Law from Waseda University in 1996,  he entered Pricewaterhouse  Aoyama audit corporation. After 

experience of auditor, he became CFO of IT venture company in Tokyo. After experience in industry, Masayuki joined PwC Eastern Europe, 

he had mainly resided in Prague, Brussels and Moscow as a main member of Japanese business practice team. He led a lot of market

entry projects for Japanese clients into Russian and CIS countries.

ムサエフ・アンドレイ Musaev Andrei

General Director of LLC Minato Kokusai Consulting Rus

2004年 PricewaterhouseCoopers CIS law offices サハリン事務所入社後、2007年 に同社モスクワ

事務所勤務。2010年に退職後、LLC Alliance Business GroupのManaging Partner就任。2012年より

ミナト国際コンサルティンググループに参画。

Andrei  joined PricewaterhouseCoopers CIS law offices in Sakhalin in  2004 and he moved to 

Moscow office in  2007. Until 2010, as a lawyer of Japanese business practice team at PwC Russia, 

he supported a lot of Japanese clients entering into Russian market from legal perspective.  In 

2010, he took up the post of Managing Partner of LLC Alliance Business Group. From 2012, 

Andrei joined Minato Consulting group.

ムサエワ・ニーナ

Musaeva Nina

Minato Kokusai Consulting Rus LLC

会計・税務部門責任者

Head of Tax and Accounting practice

小川 弘美

Ogawa Hiromi

株式会社ミナト国際コンサルティング

ディレクター

MINATO Consulting, Inc.

Director

主要メンバー紹介 / Our Principal Members


