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1990
年代

2000
年代

2010
年代

2020
年代

1991年  9月

1999年  4月

（株）船井財産ドック 〈（株）船井総合研究所のグループ会社〉を設立

（株）船井財産コンサルタンツに商号変更

2000年10月

2002年  5月

2004年 7月

2008年10月

（株）船井エステート〈現：(株)青山綜合エステート〉を設立

ADVANTAGE CLUB(アドバンテージクラブ)がスタート

東京証券取引所マザーズ市場に上場

（株）プロジェストホールディングスを経営統合

2011年  1月

2012年  7月

2013年10月

2015年  5月

2016年  1月

　　　　8月

2017年  5月

　　　　10月

2019年 2月

　　　　12月

Aoyama Wealth Management Pte.Ltd.をシンガポール共和国に設立

(株)船井財産コンサルタンツの商号を（株）青山財産ネットワークスに変更

（株）日本資産総研を経営統合

東京証券取引所第二部に市場変更

新生青山パートナーズ（株）〈(株)新生銀行との合弁会社〉を設立

（株）事業承継ナビゲーター〈（株）日本M＆Aセンターとの合弁会社〉を設立

PT Aoyama Zaisan Networks INDONESIAをインドネシア共和国に設立

地方創生事業 第1号案件「Komatsu A×Z Square(こまつアズスクエア)」を竣工

（株）キャピタル・アセット・プランニングと資本業務提携

（株）青山財産ネットワークス九州
〈HACグループ及び篠原公認会計士事務所グループとの合弁会社〉を設立

2020年  9月

　　　　10月

2021年  1月

2021年  9月

不動産特定共同事業者協議会 会長就任

(株)青山フィナンシャルサービスを設立

(株)青山ファミリーオフィスサービスを設立

創業30周年を迎える　

「個人資産家」と「企業オーナー」に対して
財産に関する総合的なソリューションを

提供します

専門家集団が社内協業することで、お客様にワンストップの
総合財産コンサルティングサービスを提供します

ありたい

「100年後もあなたの
ベストパートナー」で

私たちは、「財産」と「未来」を守る総合財産コンサルティング会社です。 個人資産家・
不動産オーナー

納税資金の確保や円滑な遺産分割プランなど「相続
に向けた準備」や、「相続の発生」時のご相談にお応
えします。また、個人資産家の主要な財産である不動
産の収益アップ、不動産の有効活用、収益不動産の
購入など、財産に関する多岐にわたる課題解決を
お手伝いします。

個人資産家の相続対策を中心に、財産の保全と
収益の向上を多角的にサポート。

企業オーナー

財産コンサルティング

企業オーナーの立場で事業の承継、
財産の承継に関する課題を解決。

事業承継コンサルティング

財産、事業承継コンサルティングの一環として、
不動産購入、売却、不動産組み換え、不動産有効
活用等を提案。

不動産ソリューション
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当社は1991年に船井総合研究所のグループ会社として、事業をスタートしました。

不動産ソリューションを提供する財産コンサルティング会社として事業を拡大。

2008年に事業承継コンサルティングを行う、プロジェストホールディングスと経営統合することで、

2つのコンサルティングサービスを提供できる、上場企業としてオンリーワンの体制が整いました。

国内外で事業を拡大し、2021年に創業から30周年を迎えます。

History of the
Company

沿革

事業の承継では、「経営の承継」と自社株を含めた
「財産の承継」の２つの側面があります。後継者問題
や相続等の課題を解決し、経営と財産を円滑に承継
する必要があります。また、承継後の企業オーナーの
生活基盤等にも配慮した財産の運用や管理等、総合的な
課題も解決します。

各分野の専門家が
100名以上在籍

あらゆる課題を解決します

不
動産ソリューシ

ョン

財
産
コ
ン
サ
ル
ティ

ング
事業承継コン

サ
ル
テ
ィ
ン
グ

当社グループは、公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、一級建築士、不動産鑑定士、
1級FP技能士など国家資格を有する専門家が100名以上在籍しています。



「長期的な視点」と
「幅広い視野」で次世代・
次々世代まで伴走し、
サポートします
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当社の特徴Distinction

相続対策・事業承継・不動産活用など各分野のトップコンサルタントの
知見を集約・搭載したシステム。お客様のデータ入力後、スピーディーな
課題分析、対策の選択肢の提示が可能です。5つの視点でコンサル
ティングの品質を常に一定レベル以上に保持。分析のプロセスと時間を
短縮した分、お客様の「想い」に寄り添い、丁寧にカスタマイズしていく
コンサルティングに注力していきます。

私たちは、「これを売りたい」という特定の商品を持ちません。
目指すのは、中長期にわたるお客様の財産保全・資産形成の実現。
そのために、あらゆる角度からトータルコンサルティング、サポートを行います。

100年コンサルティング

次々世代まで、100年先を見据え、
お客様の長期的な資産形成に伴走
財産承継や事業承継の手法の中には、目先は解決したつもりでも、
将来に課題を先送りしてしまうケースもあります。
私たちは、次世代・次々世代まで財産を守るという視点で、円滑な承継や
運用方法を提案します。
各分野の専門家による安定した組織力を持つ私たちだからこそ、将来に
わたってお客様に伴走を続けていけるのです。

5つの視点

5つの視点に基づく総合評価 ポイント

「全体最適」を実現するのは、
5指標を網羅したコンサルティング
私たちのコンサルティングは、「5つの視点」に基づいて進めてまいります。
それぞれの視点についてお客様の現状をヒアリングし、課題を分析。
課題解決策とその優先順位を見極め、提案を行います。
この5指標を網羅することで、「対策をし忘れて困った」という事態を
防ぎ、「全体最適」のプランニングが可能となります。個人資産家も企業
オーナーも、5つの視点を網羅して対策することが安心につながります。

「保険」「土地活用」「不動産運用」など、相続対策や資産運用の商品は世の中に多数あります。個々は優れた商品や手法であっても
「部分最適」で積み上げていくと、組み合わせによっては課題解決ができず、全体でマイナスとなる可能性もあります。
私たちは「全体最適」の視点で、同族法人も含めたファミリー全体の相続対策から事業承継まで、中長期的な計画と実行の
お手伝いをします。

全体最適

多様な商品・手法を最適な組み合わせで「トータルプランニング」

現経営者

次世代経営者資産価値
事業規模

時間

100年コンサルティング

財産の承継・運用・管理でお客様に伴走

次々世代経営者

現ご当主

次世代ご当主

次々世代ご当主

ART システム

※ART(アート)システムは、
　「A」AOYAMA（青山）・Asset（財産）、「R」Real（豊富なコンサルティング実績）、
　「T」Technology（技術）の融合を意味する

円滑な経営承継
■オーナーのご意思が反映された経営承継になっていること
■承継後も会社が成長・発展していく環境が整っていること

●事業の持続性・成長性があること
●経営の安定化が図れる株主構成になっていること
●後継者が明確になっていること
●財務が健全であること

1

1

円滑な財産承継
■オーナーのご意思が反映された財産承継になっていること
■ご家族間で争うことなく、合意された財産の承継が行われること

●財産承継方針が明確になっていること
●それについてご家族の理解があること2

相続税の納税資金の確保
■それぞれの相続人が円滑に納税ができること

●想定される相続税額を知ること
●5年、10年後と、将来の財産評価による相続税額を知ること3

財産の運用と保全
■資産運用をし、資産形成を行うこと

●経営承継後、経済的に安心して生活ができること
●相続発生後、残されたご家族が経済的に安心して
　生活ができること4

まさかへの備え
■突然の相続や認知症の発症、災害、経済環境の変化が起こっても、
　会社・ご家族が安心して暮らせる環境を整えておくこと

●まさかの時でも、会社の経営が不安定にならないように
　しておかれること
●まさかの時でも、財産承継において争いにならないように
　しておかれること
●まさかの時でも、相続の納税ができ、その後のご家族の
　生活資金も確保されていること

5

円滑な
経営承継

4 財産の
運用と保全 3 相続税の

納税資金の確保

0
1

4

2

3

5 まさかへの
備え 2 円滑な

財産承継

「全体最適」それぞれのお客様に合わせた財産の承継・運用・管理を提案

トータルプランニング

「部分最適」単体ではプラスでも全体ではマイナスになることも・・・

A案

B案

C案 D案

F案

E案

A社

B社

C社 D社

E社

F社



「事業承継」は幅広い選択肢から
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当社コンサルティングの流れ

コンサルティングメニュー

Consulting
Flow

「事業を誰に継がせるか」
企業オーナーは社員にもご家族にも相談できず、悩みを抱えてしまうことが多いようです。事業承継の選択肢
は大きく分けて4つ。「親族承継」「社員承継」「M&A」「廃業」です。いずれかに特化したサービスを提供する企
業が多い中、総合的に対応できるのが私たちの強み。複数の選択肢を比較検討したうえで、意思決定を支援。
そして、どの道を選択したとしても、各分野の専門家が連携することで「実行」まで支援します。
複数の選択肢から選べるからこそ、納得感を持って決断できるのです。

ファミリーで事業を承継していく場合、一族の「理念・価値
観」は次世代・次々世代へ進むにつれ、失われていく懸念が
あります。この「理念・価値観」の承継は、一族のつながりや
事業・財産の持続可能性を高める重要な要素です。ファミ
リービジネスの永続的な繁栄のために、当社は財産の保全・
運用のみにとどまらず「非財産」分野からもお手伝いします。

提案・プランニング相談・現状分析 実行・見直し

当社独自メソッドによる分析
財産評価：不動産、自社株、金融資産等
財産分析：相続税、キャッシュフロー、ポートフォリオ

お客様とすり合わせを行い
取り組む課題を決める

現状分析の為に
必要な資料の収集

ヒアリング
課題の

優先順位付け
実行

提案
様々なシミュレーションを行い

効果的な対策を選定

短期プラン 中長期プラン

検証・見直し現状分析 問題の抽出 問題を解決するための
課題を抽出

次世代・次々世代まで伴走しサポート

お客様の現状分析結果を踏まえ、課題解決のための「相続対策」や「事業承継対策」の具体的なメニューを提案します。

■相続対策メニュー（一例）
事前対策 ～相続する前の準備～

事後対策 ～相続後にすること～

■納税資金準備対策
■土地の有効活用検証
■不動産共有の解消
■納税用不動産整備
■建築会社選定、プラン検証
■物納準備支援
■ロードサイドテナント誘致
■キャッシュフロー改善

■遺産分割対策
■借地・底地の整理
■資産管理会社（法人）の活用
■遺言書作成支援
■不動産（収益物件）の購入
■自社株式対策
■養子縁組、生前贈与
■不動産の売却、等価交換

■事業承継メニュー（一例）

■従業員又は役員持株会設立支援 
■自己株式取得実行支援 
■不動産M&Aの検討及び実行
■種類株式の導入支援 

■自社株式の株価試算
■所有する不動産の検証
■株式譲渡・贈与実行支援
■財務計画書策定支援  

■組織再編の検討及び実行
■事業承継ファンド
■財務デューデリジェンス
■オペレーティングリース  

■不動産特定共同事業の活用
■成年後見人手続き支援
■不動産の組み換え（買い換え）
■民事信託支援
■転ばぬ先の杖コンサルティング
　サービス
■不動産の活用（再生）
■海外資産運用

■遺産分割支援 
■不動産売却

■二次相続を見据えた承継対策
■物納実行支援

■各種相続手続き支援

意思決定支援 事業承継の選択肢

親族承継
1

社員承継
2

M&A
3

廃業・清算・転業
4

理念・価値観の承継を支援する
「ファミリーオフィスサービス」

事業承継ナビゲーターによるサービス
後継者をなかなか選べない方には「事業承継ナビゲー
ター」のサービスを提供しています。専門家や事業承継
経験者が、対話を通じて意思決定をサポートします。 第三者承継

非財産分野

相乗効果

財産分野

一族理念I

個々人の
成長と育成
II

事業経営と
一族財産の運用

III

事業及び財産の承継IV

社会貢献V

ファミリー
ガバナンス

VI

ART システムにより課題の分析、対策の選択肢を提示

青山財産ネットワークスは幅広く対応

意思決定～実行まで支援
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不動産ソリューション／コンサルティング商品Real Estate
Solution

コンサルティングの幅を広げる
ソリューションの充実
財産コンサルティングと事業承継コンサルティングの一環として、不動産ソリュー
ションとコンサルティング商品を提供しています。
お客様のニーズに合わせた不動産購入、不動産売却、不動産組み換え、不動産有効
活用、底地問題などのコンサルティングメニューに加え、不動産特定共同事業などを
活用したコンサルティング商品も用意しています。

価格賃料水準が高く、下落リスクの小さい都心部の
優良不動産で資産を形成。

ADVANTAGE CLUBは、都心部の物件を共同で購入し、不動産賃貸で収益を受け取る新時代の不動産賃貸システムです。

不動産特定共同事業

（任意組合金銭出資型）

地方創生事業 海外ソリューション

1 東京都心の資産を持つ

年間約3,000件以上の不動産情報の中から、プロの
目で厳選した優良物件を所有。魅力ある都心部の不動
産物件を数多く組成しています。当社管理資産は累計
55組合801.2億円となりました。

2 厳選された優良不動産

テナント選別、管理会社選定、コスト管理など様々な
専門ノウハウが必要な不動産賃貸管理や、わずらわ
しい運営はプロに任せて、出資者様は所有するのみ。

お客様のニーズに合わせて、お客様が選定した物件*で組成することも可能です。ADVANTAGE CLUB同様、当社が任
意組合の理事長として運営するため、わずらわしい手間は一切かかりません。出資形態は金銭出資型／現物出資型の
選択ができます。プライベート任意組合の組成は2011年にスタートし、累計組合数は12組、累計管理資産は126.8億円と
ご好評いただいております。

3 所有と運営の分離

①分配金：不動産所得等
②持分譲渡・償還：譲渡所得等
③相続：土地・建物として相続税評価

4 不動産税制の適用が可能

4 特徴つの 任意組合

の詳細はこちら

対象不動産

事業参加者

管理事務代行

不動産特定
共同事業者

理事長
（株）青山財産
ネットワークス

任意組合員

テナント

金
銭
出
資

取
得

賃
料

利
益
の
分
配

不動産の賃貸借形態は任意組合により異なる場合があります

中央区

品川区

千代田区

港区

文京区
新宿区

渋谷区

プライベート任意組合 親族や限られたメンバーのみで任意組合を組成できます。

*当社基準をクリアした物件に限ります。

官民連携による公的不動産の有効活用

M&Aの仕組みを活用した不動産の取得

地方自治体などが保有する遊休地の有効活用を通じ、地方都市の活性化
を目的とした地方創生事業への投資を商品化し提案します。地方創生第
1号案件として、不動産特定共同事業法による特別目的会社（SPC）で
石川県小松市のJR小松駅駅前複合施設「Komatsu A×Z Square」を
建設。施設は緊急時避難場所としても地域貢献しています。現在、2024
年に北陸新幹線延伸計画のある福井県敦賀市において第2号案件に取
り組んでおります。
今後も社会貢献の一環として地方経済の発展にも寄与すべく、地方創生
事業に取り組んでまいります。

海外投資も
選択肢に入れ、
的確な財産運用へ
新たな運用先として海外を視野に国際
分散投資を始められる方が増えてきて
います。
一方で、いざ実行に移すためには言語
や商習慣の違いなど、越えなければ
ならないハードルが多く、なかなか踏
み切れない方もいらっしゃいます。こう
したお客様にご安心いただけるよう、
当社では総合財産コンサルティングを
通じてお客様のニーズにあったプラン
を提供しています。また、海外に子会
社を持つ当社ならではの情報力とノウ
ハウ、そしてパートナー戦略により、
様々なお客様ニーズに対応できるよう
準備しております。

第2号案件： 敦賀駅西地区土地活用事業第1号案件：JR小松駅駅前複合施設
「Komatsu A×Z Square」

不動産M&A

売買するのは不動産
不動産に関する知見が必要

一般的な不動産売買の場合

不動産
買主

譲渡対価

¥

売主

株式会社
A社

売買するのは株式
不動産・株式・法人など、幅広い知見が必要

不動産M&Aの場合

A社株式 買主
売主

譲渡対価

¥
株式会社
A社

A社
株主

「不動産M&A」とは、“不動産の取得を目的に行われるM&A”のことです。一般的な不動産売買は不動産の現物を売買
対象とする一方で、不動産M&Aは不動産を保有する企業の株式を売買対象とします。
不動産の現物を売買する場合と比較し、不動産M&Aは売買対象が株式となるため、売却に対する税務上の取り扱いが
異なります。また、登記変更や不動産流通税が不要であることも特徴です。一方で、株式を取得するため、買主は思わぬ
負債等を承継する可能性もあり、実行は慎重に行う必要があります。不動産取引とM&Aの両方の知見が求められるのが
「不動産M&A」といえるでしょう。
当社には税務、法務、不動産のプロフェッショナルが在籍しており、多角的な視点で不動産M&Aに対応できます。

※画像はイメージです。今後変更となる場合もございます。



国内では有力税理士法人、会計事務所を結ぶ全国ネットワークを構築。
全国のお客様にコンサルティングサービスを提供しています。
グローバル展開では、シンガポール、インドネシアに海外子会社を設立。
有力海外パートナーとも提携し、今後も国内外のネットワークを
強化してまいります。

国内90拠点以上、
アジア・北米へグローバルに
広がるネットワーク
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ネットワークNetwork Management Philosophy

代表取締役社長　蓮見正純

■本　　店／〒107-0052 東京都港区赤坂8丁目4番14号
　　　　　　　　　　　  青山タワープレイス3階
■電　　話／03-6439-5800（代）　　 ■F A X／03-6439-5850
■設　　立／1991年9月17日　　   　■資本金／11億6,550万円
■従業員数／252名（グループ連結）

電車・徒歩でお越しの場合
地下鉄 銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目駅」4番出口より
徒歩3分（赤坂郵便局となり）
□4番出口は青山ツインビルB1から「赤坂郵便局」方面へ上がる
   階段をご利用ください。

赤坂御用地
カナダ
大使館

赤坂郵便局

山王メディカル
センター

青山タワープレイス

赤坂郵便局前

4番出口

青山ツインビル

本田技研工業

青山ビル

パークアクシス
青山一丁目タワー

▲
信濃町

六本
木▲

▲渋谷

赤坂

▲

外
苑
東
通
り

国道
246号

 青山
通り

青山一
丁目駅

ロゴマークは「A」青山、「Z」財産を表すと
ともに、A to Zを組み合わせることで、
最初から最後までお客様をサポートして
いく当社のコンサルティング方針を表し
ています。

国内

以上
拠点90

Aoyama Wealth Management Pte.Ltd.
（シンガポール共和国） PT Aoyama Zaisan Networks INDONESIA

（インドネシア共和国）

アジア・
北米へ

ネットワー
クを

拡大

「財産の承継・運用・管理
  を通じてお客様の
  幸せに貢献する」

経営目的
私たちは、財産の承継・運用・管理を通じて
お客様の幸せに貢献していきます。

当社グループは、「財産の承継・運用・管理を通じてお客様の幸せに貢献する」ことを経営目的とする、約30年の歴史を持つ
総合財産コンサルティングファームです。当社のお客様を取り巻く環境は大きく変化をしており、近年は財産承継・事業承継・
財産運用のコンサルティングニーズはますます高まっております。
「財産のことなら青山財産ネットワークス」と多くのお客様からご支持いただける、日本一の総合財産コンサルティングファームを
目指してまいります。

1 私たちは、共に働くメンバーの
物心両面の幸せを目指しています。2

社名やロゴに込めた想い
2008年のリーマンショックで日本経済が大きな打撃を受ける中、2009年10月に
新宿から「青山」に本社移転をして再スタートいたしました。その後、（株）船井総
合研究所との資本関係の解消に伴い、2012年に（株）船井財産コンサルタンツか
ら、現在の（株）青山財産ネットワークスに商号変更をしております。
現在の社名の由来として、本社移転をした「青山」を第二創業の地として位置
づけ、船井から「青山」へ、コンサルタンツから「ネットワークス」に変更すること
で、国内外で様々な“ネットワーク”を組んでお客様に質の高いコンサルティング
サービスを提供する、という想いを込めております。

https://www.azn.co.jp
google map▲

他4社
グループ会社
社会保険労務士法人プロジェスト 青空税理士法人 税理士法人 税務総合事務所

連結子会社
株式会社日本資産総研
個人・法人の財産に関する総合資産コンサルティングサービス
コンサルタント育成サービス

株式会社青山綜合エステート
不動産ソリューション業務を含むプロパティマネジメント（PM）業務全般
当社及び顧客保有物件の賃貸管理

株式会社青山財産インベストメンツ
公認会計士、税理士を中心とした財務・会計コンサルティング
サービス

株式会社青山財産ネットワークス九州
事業承継及び財産活用に関する総合コンサルタント業

株式会社青山フィナンシャルサービス
金融商品仲介業 

株式会社青山ファミリーオフィスサービス
ファミリービジネスを所有する一族に対する非財産分野コンサルティング

※記載されている内容は個別記載がない限り、2021年6月末時点の情報となります。
 




