
村上⼼理-村上健税理⼠事務所へのオンライン相談・⾯談相談後の評価・コメント⼀覧 | 起業・開業・
経営等の相談

ホーム

専門家を探す 起業Q&A 起業セミナー 起業マニュアル 事業計画作成 開業計画 会社設立 法的書類 契約書 創業のダンドリチェック 融資の窓口

会員登録 sitemap ヘルプ マイページ 問合せ アドバイザー登録

専⾨分野  会社設⽴・許認可(会社設⽴・各種法⼈設⽴) / 会計・税務(節税対策・会計・決算処理・法⼈税務・確定申告・個
⼈税務) / 資⾦調達(新規創業者向け融資) / 

 保有資格  税理⼠  /

村上 ⼼理 (むらかみ しんり)   /   岡⼭県  /   村上健税理⼠事務所

 

オンライン相談へのコメント・・・27件 ⾯談相談へのコメン
ト・・・ 3件

⾯談相談のコメントだけ表⽰オンライン相談のコメントだけ表

⽰

並び替

え︓

会計・税務

会計・税務

会社設⽴・許認可

会社設⽴・許認可

会社設⽴・許認可

TOP

 

利⽤者からのコメント⼀覧

お薦め度︓4.9

 

オンライン相談へのコメント

i 40才 男性 2018/1/22

適切な回答ありがとうございました。
 

オンライン相談へのコメント

K 29才 男性 2017/11/25

問合せをして数時間で返事がきました。わかりやすく説明していただきました。ご丁寧に開業を祝う⾔葉まで添えていただきました。また相談があるときはお願いした
いです。

オンライン相談へのコメント

mhkuramoto 49才 ⼥性 2015/8/23

早速のお返事有り難うございました。わからないことだらけの状況でそばにアドバイスを求められる⼈もいなかったので先に進めなかったのですが、かなり疑問は解消
されました。これで次への段階にやっと進めます。ご丁寧なご説明に⼤変感謝いたします。いただいたアドバイスをもとに勉強、研究をして準備します。また質問させ
て頂くことがあるかもしれませんがよろしくご指導のほどお願いいたします。お忙しいところ、本当に有り難うございました。

オンライン相談へのコメント

Novera 45才 ⼥性 2015/7/1

すぐに返答がいただけて、⼤変驚きました。
 ありがとうございます。

 また、アドバイスいただきました内容も的確で、現在お世話になっている税理⼠さんからはいただいたことがないような情報でした。本当にありがとうございます。

オンライン相談へのコメント

⻨ 58才 男性 2015/3/21

⾮常に分かりやすく回答を頂きました。
 ありがとうございます。

  
按分を、客観的に判断できる数字を考えてみます。
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オンライン相談へのコメント

たか 33才 男性 2015/3/10

参考になりました。
 ありがとうございました。

オンライン相談へのコメント

伊東 36才 男性 2014/6/23

とても速やかに的確な回答を頂き、有難うございました。
 

オンライン相談へのコメント

ママ起業家志望 37才 ⼥性 2014/4/9

お礼が⼤変遅くなり申し訳ありません。
 とても親切に迅速にお返事いただきありがとうございました。

 まだまだ勉強不⾜で具体的な動きはできていませんが、これを機にもっと形にできるよう動きたいと思っています。
 ⾃分なりの準備ができたらまた相談させていただきたいです。

 

オンライン相談へのコメント

tomo 40才 ⼥性 2014/3/25

起業にあたり何をすればいいのか全くわからなかったのですが、丁寧に教えていただき安⼼しました。
 またわからないことがあれば相談させてください。

オンライン相談へのコメント

mime 45才 ⼥性 2014/2/14

2年前から⻘⾊申告をしていますが、
 仕事の幅が広がってくると、経理も⾃分⼀⼈では、ややこしくなってきました。

 勘定仕訳の⽅法がまだ未熟でよくわからなかったのですが、
 あっという間に回答をいただき、

 且つ、とても分かりやすく丁寧に教えていただけました。
  

ありがとうございました。

オンライン相談へのコメント

ひだ 24才 ⼥性 2014/1/27

漠然とした質問でもとても親⾝にわかりやすく、また素早い対応で相談していただきました。
 またなにかあれば相談したいです。

 本当にありがとうございました。
 

オンライン相談へのコメント

きよみん 24才 ⼥性 2014/1/25

ありがとうございました。教えていただいたタイミングで会社にすることを検討してみます。またその際はよろしくお願いします。

オンライン相談へのコメント

きよみん 24才 ⼥性 2014/1/25

初歩的で漠然とした質問だったにもかかわらず、とっても丁寧に回答していただきありがとうございました。正直最初は無料相談ということで不安もありました（税理
⼠さんに相談するというのも少し躊躇してました^^;）。でも、相談してよかったです。ありがとうございました。
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⾯談相談へのコメント

すみっこ 37才 ⼥性 2014/1/23

この度はお忙しい中お時間を取って下さって本当にありがとうございました。
 経費のこと、節税のこと、住宅ローン控除のこと、全て分かりやすく教えて下さいました。

 とてもお話しやすく⼝調も穏やかで何でも話すことができました。
 またご相談させていただくことがあると思いますがその時はどうぞよろしくお願いいたします。

 

オンライン相談へのコメント

すみっこ 36才 ⼥性 2013/12/22

素早いご回答ありがとうございました。
 教えていただいようにどちらが削減できるか計算してみます。

 無料の相談と⾔うことで最初は少し不安もあったのですが
 丁寧で親切に教えていただけて本当に感謝してもしきれません。

 この度は本当にありがとうございました。
 

オンライン相談へのコメント

なつ 9才 ⼥性 2013/9/21

とても親切に説明頂いて分かりやすかったです

オンライン相談へのコメント

KJ 36才 男性 2013/8/10

親⾝になって教えて頂きありがとうございました。

⾯談相談へのコメント

ひろ 37才 男性 2013/4/6

とても親⾝にわかりやすく説明をしていただいたのでよく理解できました。
 ありがとうございました。起業するときにはよろしくお願いします。

オンライン相談へのコメント

SARA 31才 ⼥性 2013/3/4

相談するのも恥ずかしいくらいの質問でしたが早急に回答して頂き感謝しています。
 本当にありがとうございました︕

 

オンライン相談へのコメント

未来の起業家 36才 男性 2012/11/3

この度は、乱⽂な質問に対して解釈して丁寧な指導をして頂き本当にありがとうございました。
  

今後、開業時期をずらしてから素直に公庫に出向こうと思います。
  

気持ちがだいぶ楽になり
 本当にありがとうございました。

 

⾯談相談へのコメント

さとこ 39才 ⼥性 2012/10/26
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専⾨以外の事もわかりやすくアドバイスして下さいました。法⼈にするか個⼈にするか迷っていましたが、適格に説明して頂いたので解決しました。また、悩んだとき
は相談させて下さい︕⻑時間にわたりありがとうございました。

オンライン相談へのコメント

TUBAKI 48才 男性 2012/6/11

⾮常に、すばやい回答ありがとうございました。
  

答えにくい質問に丁寧に回答いただき⼤変参考になりました。

オンライン相談へのコメント

TUBAKI 48才 男性 2012/5/20

すばやい回答ありがとうございます。
 丁寧でとても参考になりました。

 具体的に考えれるようになったらまたアドバイスを頂きたいです

オンライン相談へのコメント

タクヤ 31才 男性 2012/4/30

ご回答いただきありがとうございました。
  

客観的⽴場で、との前置きではありましたが、当事者としてはとても⼼強く、励まされるお⾔葉でした。
  

また、正式な相談の際には、是⾮宜しくお願い致します。

オンライン相談へのコメント

けんけん 36才 男性 2012/2/16

詳細なご回答誠にありがとうございました。

オンライン相談へのコメント

ハヤシ 32才 男性 2011/10/24

早々かつご丁寧なアドバイスありがとうございました。
 また今後とも宜しくお願い致します。

オンライン相談へのコメント

YAMA 34才 男性 2011/8/13

⾮常に丁寧で的確かつ迅速なアドバイスをありがとうございました。
 疑問に思っていたことが解決しとても助かりました。

オンライン相談へのコメント

rico 39才 ⼥性 2011/5/25

⾮常にわかりやすく、スピーディな対応で丁寧なアドバイスを頂戴しました。
 ありがとうございました。

 

オンライン相談へのコメント

T.Y 28才 男性 2011/5/12



会計・税務

無料相談にも関わらず、⼤変スピーディで丁寧なご回答ありがとうございました。
ご教授頂きましたとおり、是⾮、前向きに法⼈化を検討したいと思います。

私が今まで相談してきた税理⼠をはじめとした⼠業の⽅の多くは、年齢が⾼いせいなのか、私のようなインターネットやパソコン関連の事業にはあまり関⼼が無く、詳
しい⽅もいませんでした。

 そんな中で、税理⼠の中でも若く、私の事業にも関⼼を寄せて頂ける柔軟な考え⽅に⼤変好感を持つ事が出来ました。

今後、法⼈化⼿続き等、私の⼿には負えない専⾨的なことがたくさん出てくると思いますので、今度は直接相談させて頂きたいと思います。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

オンライン相談へのコメント

モトヤマ 30才 男性 2011/5/11

早速のご回答をありがとうございます︕漠然とした質問にも関わらず、ポイントをついた解答を頂き⼤変参考になりました。アドバイス頂き感謝しております。
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