
(目安として分かりやすくするため税抜き表示といたします)

◆ ホームバンカー　フルカバー 顧問契約（手続き＆ご相談）　

従業員 ～3人 ～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人

顧問料 18,000円 20,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円

従業員 50～59人 60～69人 70～79人 80～89人 90～99人 100人～

顧問料 70,000円 80,000円 90,000円 100,000円 110,000円 ご相談

◆ ホームバンカー　アドバイザー 顧問契約（ご相談のみ/メール顧問有）

従業員数 ～3人 ～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人

顧問料 10,000円 12,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円

従業員 50～59人 60～69人 70～79人 80～89人 90～99人 100人～

顧問料 35,000円 40,000円 45,000円 50,000円 55,000円 ご相談

※労働保険・社会保険などの各種手続き（書類作成、申請・提出代行を含む）から、人事・労務に関する助言・相談・指導な

どのアドバイス業務までをトータルにサポートします。 

※お客様へのトータルサポートを原則としていますが、給与計算、就業規則等の作成、年度更新、助成金の申請等、別途料金

を頂く場合もあります。ご不明な点は、お問い合わせ下さい。 

フルカバー顧問における、社労士業務について 

“一般的な社労士顧問料のみ” で “銀行関連のコンサル” や “代表者様のFP相談”も付帯す

る、一番人気のコースとなっています。当IBSグループの社労士業務担当者・銀行取引担当者・

保険ライフプランニング担当者で事業者様の円滑な業務運営をお支えします。 

フルカバーコースと同様の相談内容となりますが、書類の作成や事務などは“通常価格”とな

るコースです。 すでに顧問社労士がいらしゃる場合の“セカンドオピニオン”として、また

“銀行取引コンサル”に重きを置かれる経営者様に人気のコースとなります。  

※アドバイザー顧問と同様のサービスですが、連絡はすべてE-mailの使用に限らせて頂きます。 基本月額は6,000円（税

込 6,300円）ですが、６ヶ月または１２ヶ月の継続利用をお約束いただくことで、料金を割り引き致します。 

  ・６ヶ月前払いプラン：30,000円（税込 31,500円） ・１２ヶ月前払いプラン：60,000円（税込 63,000円） 

※継続利用の料金は全額前払いになります。料金お支払い後はキャンセル出来ませんのでご了承下さい。 

アドバイザー顧問における、メール顧問について 

■ ホームバンカーコンサルティング 基本３コースについて 



◆ ホームバンカー　社外取締役 顧問契約（手続き＆ご相談）　

従業員 ～3人 ～9人 10～19人

顧問料

(目安として分かりやすくするため税抜き表示といたします)

◆ 就業規則作成

◆ フルカバー顧問先… 割引率２０％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率５０％

20人～

200,000円 ご相談

200,000円～（初回ご相談・御見積り無料です）

※「ストーカーコンサル」については当社代表者が毎週決まった曜日に直接訪問の上、1日帯同させていただきます。当社従

業員が業務を行うことはなく、代表者自身が毎回丸一日コンサルに時間を充てる形となります。持てる経営資源の多くを一社

にそそぐため、現在のところ顧問先は３社限定とさせていただいております。 訪問の頻度を落として金額を割り引くことも

可能ですのでご相談ください。 

※現在２社様にご依頼をいただいておりますので、受任の可否については事前にご確認ください。 

社外取締役顧問における、社労士業務について 

通称「社長ストーカーコンサル」といわれるコースです。  その名の通り、社外取締役を視野に

実態上もそれと同等の活動を行います。  社長との帯同や現場社員の方と共に働くことで、目の

細かいフィルターで問題をすくい上げ、その発生と同時に解決策の提示を行うことができます。  

■ 社会保険労務士業務 個別料金について 

従業員からの訴訟リスクが高まる昨今、裁判で敗け多額の賠償金の支払いを余儀なくされる

ケースが多くなっています。 原因は何と言っても就業規則の整備不足。訴訟のリスクに備え

た内容を具備した就業規則への更新は、最新の法令情報を持つ社労士へご依頼ください。診断

※就業規則本則他についてはクライアント様の状況に合わせて必要な規程はすべて作成いたします。 

※就業規則本則、パートタイマー（契約社員等）規定、嘱託社員規程、育児・介護休業規定、賃金規定、退職金規定、出張旅

費規程、社有車規定、個人情報保護規定、機密情報保持規程、パソコン 管理規定、役員慰労金規程、安全管理規定等、必要

なものすべて 

30万円の就業規則の目安 

割引特典 

※就業規則本則、パートタイマー（契約社員等）規定、育児・介護休業規定、賃金規定、他必要な規程があれば一つ 

※期間は３か月程度かかりますが、提出の代行業務までを責任もって行います。 

20万円の就業規則の目安 



◆ 給与計算事務　

従業員 ～3人 ～9人 10～19人 20～29人 30～39人 40～49人

料金 15,000円 18,000円 20,000円 25,000円 30,000円 35,000円

従業員 50～59人 60～69人 70～79人 80～89人 90～99人 100人～

料金 40,000円 45,000円 50,000円 55,000円 60,000円 ご相談

◆ フルカバー顧問先… 割引率２０％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率５０％

◆ 助成金取得

※取得の難易度に合わせ報酬は変動いたします。詳細はお問い合わせください。

※助成金のパーセンテージに関わらず、手続き着手金31,500円は必要となります。

※お手続きが複雑なものは３０％となる場合もございます。

◆ フルカバー顧問先… 割引率２０％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率５０％

◆ 新規適用 ＆　適用廃止

 ・新規適用（会社を設立したとき）

1人～4人 5人～9人 10～19人 20人以上

50,000円 70,000円 80,000円

40,000円 50,000円 60,000円

健康保険・厚生年金保険 1人増毎
+1,000円労災保険・雇用保険

受給金額15%～20％（別途手続き着手金31,500円）

従業員

実は意外と知られていませんが、給与計算業務は、労働基準法や労働・社会保険の深い知識な

くして行うことはできません。単純に事務をアウトソーシングするにとどまらず、高度な知識

も併せ持つ専門家に頼むことは、御社にとっても大きなメリットがあるものと思われます。 

※初回システム導入費用として10,000円をいただきます。 

※賞与などの臨時給与計算は、原則として１支払期につき、上記と同様の計算による金額といたします。 

※オプションとして、タイムカードから労働時間の算定、残業時間の算定等の勤怠集計を行います。従業員数 × 1,000円 

(税込 1,050円) 

給与計算事務についての補足事項 

割引特典 

割引特典 



 ・適用廃止（会社を廃業したとき）

10人未満 10～19人 20人以上

40,000円 50,000円

40,000円※ 50,000円※

※5名様までの離職票作成代金も含まれています。5名様以降は1枚作成につき3,000円となります。

◆ フルカバー顧問先… 割引率20％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率5０％

◆ 年度更新・算定基礎届（それぞれ）

従業員 1人～4人 5人～9人 10～29人 30～39人 40人以上

料　金 　25,000円 　30,000円 　35,000円 　40,000円 ご相談

※年度更新、算定基礎とも、下記の料金でお受けいたします。

※年度更新と算定基礎をあわせてお申込みいただいた場合は同時申込割引として10％OFFとなります。

◆ フルカバー顧問先… 割引率２０％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率５０％

◆ 各種スポット契約

・個別相談

会社にご訪問させていただき、労務問題などの相談に応じます。

※弊事務所での相談も可能です。

◆ フルカバー顧問先… 割引率１００％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率１００％

 ・役所調査対応

労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所が行う調査に対しアドバイスや対応を致します。

　　　事前相談のみ    　　　　　

　　　相談・事前準備・調査立会い・是正報告書作成一式パック

1時間　10,500円（遠方のみ交通費別途）

31,500円（交通費込み）

105,000円～（内容、従業員数による）

従業員

健康保険・厚生年金保険 1人増毎
+1,000円労災保険・雇用保険

割引特典 

割引特典 

割引特典 



◆ フルカバー顧問先… 割引率２０％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率５０％

・契約書、社内書式作成

◆ フルカバー顧問先… 割引率２０％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率５０％

(目安として分かりやすくするため税抜き表示といたします)

◆ 通常相談

チケット枚数

１枚

２枚

２枚

４枚

　４枚 10,000円

１０枚 20,000円

◆ フルカバー顧問先… 割引率１００％
◆ アドバイザー顧問先… 割引率１００％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率１００％

　　・チケット料金

面談相談（当社事務所） 面談による相談１時間毎 面談の受付は2時間からとします。

資金繰り表作成 借入条件を満たす資金繰表作成 資料がない場合、作成は別料金です。

備　　考

メール相談 500～1000字程度で回答 添付資料をつける場合は別途相談。

電話（SKYPE）相談 電話による相談1時間毎 お教えする連絡先にご連絡ください。

10,500円～（初回ご相談・御見積り無料です）

項　　目 内　　容

割引特典 

■ 銀行コンサルティング業務 個別料金について 

「通常運転資金の調達」、「リスケ（返済猶予、条件変更）等による資金繰り改善」、「独

立・起業創業支援」、「決算書の銀行格付けUP」、「個人資産・会社の資産を守る担保戦略」

…。 これら、経営者様の相談全般を元・銀行員が全力で解決いたします。 

割引特典 

割引特典 

※資金決済確認後、PDFによるチケットをEメール等にて発行させていただきます。必要に応じて印刷してご使用ください。  

※ご希望により、PDFチケットを印刷したものを郵送することも可能です。  

※チケットの使用方法はお問い合わせの際、IDと使用回数をお教えいただくのみです。こちらの控えと突合して管理しておりますので、

紛失等の心配もなく安心してご利用いただくことが可能です。  

チケット発行についての補足事項 



◆ 資金調達コンサルティング

着手金

30,000円

100,000円

30,000円～

◆ フルカバー顧問先… 割引率２０％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率５０％

◆ 決算書格付対策 ・ 担保戦略コンサルティング

着手金

50,000円

なし

30,000円

◆ フルカバー顧問先… 割引率５０％
◆ アドバイザー顧問先… 割引率５０％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率１００％

格付改善提案 個別お見積り 上記診断が要件となります

担保戦略構築 個別お見積り 借入のつどご相談ください

項　　目 報　　酬 備　　考

決算書格付診断 総資本金額の0.5％

経営計画策定支援 対応金額の３％～５％ 残存期間等により報酬が変動します。

リスケジュール 個別お見積り

項　　目 報　　酬 備　　考

運転・設備資金調達 調達金額の３％～５％ 借入期間により報酬が変動します。

銀行に対する資金調達のみならず、リスケジュール（条件変更等）、経営計画策定等を実現す

るためのコンサルティングを行います。経営内容・資金使途・銀行の状況等、総合的に勘案し、

できるだけ希望に沿った形となるよう尽力させていただきます。 

割引特典 

※違法な資金使途、会社の規模を超えた金額等、融資を受ける余地のない案件はお断りする可能性があります。 

※上記内容についてはできるだけご希望に沿う形の提案とさせていただくこともございますが、報酬は銀行が最終的に手続き

をした金額を基準と致します。 

※最善を尽くせども業況・資金使途含む借入の内容等により実行に至らなかった場合については着手金のみを報酬と致します。 

資金調達コンサルティングについての補足事

戦略的な資金調達で「金利」を引き下げ、「希望額」を借り入れるためには銀行内の格付を５

段階の一番上にしておく必要があります。 格付が上がればおのずと担保に依存しない借り入

れも可能となります。無担保の借り入れを目指した、長期のコンサルをお勧めします。 

割引特典 

※着手金は一年以内にお支払いの履歴がある場合は不要です。お借入の都度、お気軽にご相談いただける環境を作っておりま

すので最大限ご活用ください。 

※当社指定の税理士以外との連携も可能です。当グループ指定の税理士以外の税理士等で、先方に連携に協力いただけない場

合も、ご提案にかかる報酬は頂戴します。詳細はお見積りの際にお尋ね下さい。  

格付・担保コンサルティングについての補足



◆ ホームバンカー 企業財務顧問

メール・電話・当社来訪による面談　 10,000円/月～

※回数・時間の制限はありません。

※顧問料は10,000円以上でアドバイザー契約の７割程度を目安とし、売上規模や総資本規模を考慮し算定いたします。

※チケットコンサルとの競合の兼ね合いや、継続により価値を発揮するコンサルであることから、半年単位での契約とさせていただきます。

◆ フルカバー顧問先… 割引率１００％
◆ アドバイザー顧問先… 割引率１００％
◆ 社外取締役顧問先… 割引率１００％

割引特典 

IBSコンサルティング㈱ 2013.4.8制定 
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