
株式会社経営承継

事業承継をご⾃⾝で完結︕

クラウド型事業承継⽀援サービス

「承継ちゃん」のご紹介
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事業承継は正解︖

事業承継は、どの経営者も初めての経験であ

り、必ず専⾨家のサポートが必要です。

事業承継の⽅法は、実はM＆Aや廃業だけで

はありません。実に50通りもの⽅法があり

ます。規模を縮⼩して、ずっと続けることも

可能です︕

相談料・コンサル料が⾼い

売上や節税に直結しない事業承継に関して、

経営者はコストをかけられないのが現実です。

相談料やコンサル料が⾼くて気軽に相談でき

ないという経営者様も多くいらっしゃいます。

誰に相談したらいいの︖

事業承継の分野は専⾨家の育成が難しく、⼈

材が少ないという現状から、相談相⼿がいな

いという⽅も多く存在します。

※会社売却で事業承継を完結できるのは全体

の10％程度です。

事業承継は、多くの経営者にとって初めての経験であり、その⽅法がわかりません。
しかし、⼤⼿M&A仲介会社やコンサルタント、⾃治体の⽀援者などが顧客とするのは、ある⼀定以上の規模の企
業だけというのが現状です。

事業承継、こんなことでお困りではありませんか︖



そんなお困りを解決するのが

です
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承継ちゃんは、中⼩企業経営者様向けに開発した
「事業承継」を⽀援するサービスです。
表⽰されるチェック項⽬に沿って必要情報の⼊⼒
を進めるだけで、ご⾃⾝で適切な事業承継の判断
と実⾏が可能です。
また、ライフプランニングの作成からスタートす
ることで、経営者様の正しい事業承継計画実⾏を
⽀援します。

承継ちゃんとは︖
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承継ちゃん
6つの特徴
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事業承継をご⾃⾝で完結できる

⽉々6,000円(税別)で受けられるプロの⽀援

従業員10⼈未満の⼩規模企業が対象

PC・スマホ・タブレットで使⽤可能

何度でもシュミレーションが可能

⾃分で出来なくてもプロに相談
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承継ちゃんの6つの特徴を解説︕

①事業承継をご⾃⾝で完結できる

経営者⼈⽣の重要なゴールである “事業承
継”を専⾨家に頼らずご⾃⾝で完結できます。

親族内承継・親族外承継・株式売却・IPO・
事業売却・清算・規模縮⼩ など、事業承継
のあまたある⽅法を「キャッシュフロー」
「引退後のライフプランニング」「実態調
査（アンケート）」の3つで判断。

①シミュレーション
②実⾏⽀援
③実⾏後フォローをする
「事業承継⽀援サービス」です。

②⽉々6,000円で⾃宅に居ながら、
プロのサポートを受けられます

承継ちゃんは、税務・法務・会計・M＆Aの
専⾨家が設計︕
当社が⽉30万円で提供するコンサルティン
グ・サービスを、わずか⽉々6,000円(税
別)で⾃宅に居ながらにして、プロのコンサ
ルティングを受けているかのようなサポー
トを受けられます。
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承継ちゃんの6つの特徴を解説︕

④PC・スマホ・タブレットで使⽤可能

普段使いなれたコミュニケーションツール
のような、使いやすさにしており、直感的
な操作が可能で、ストレスなくご利⽤いた
だけます。

③従業員10⼈未満の⼩規模企業が対象

承継ちゃんは、⽇本の中⼩企業の85％を占
める、⼩規模企業を対象とした事業承継⽀
援ツールです。
全ての経営者に事業承継コンサルティング
の機会をというビジョンを元に、10名未満
の⼩規模企業様でも安⼼してご利⽤いただ
ける設計となっています。
※従業員10⼈超の企業でも、資本関係が複
雑でない企業様には対応可能です。
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承継ちゃんの6つの特徴を解説︕

⑥⾃⼒でやってみたけど
やっぱり、プロに相談したい︕

継続して⾃⾛するための⽀援体制も充実し
ています。⼀⼈では難しいと感じた場合は、
いつでも専⾨家のコンサルティングを受け
ることが可能です。

⑤何度でも、様々な⽅法で
シュミレーションが可能です

会社は経営者様にとって、お⼦さんのよう
に⼤切な存在です。
「承継ちゃん」は何度でも、最初に戻って
シュミレーションすることが可能です。経
営者様の悩みに寄り添い、事業承継におけ
る新たな可能性との出会いをサポートしま
す。
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承継ちゃん
３つのステップ

まずはユーザー登録︕

ステップ１ ◆ ライフプランニングと財務分析

ステップ２ ◆ 事業承継の⽅法を知る

ステップ３ ◆ 実⾏⽀援と⾒守り
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パソコン、タブレット、スマホなど、⽇頃お使
い慣れているデバイスからユーザー登録します。

承継ちゃんのキャラクター、鶴のしょうちゃん
と⻲のけいちゃんが楽しく応援してくれます︕

まずはユーザー登録から︕
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ユーザー登録後に、
・ご⾃⾝の収⼊、⽀出、ローン、
・家族構成
・年⾦
・健康保険
などについての質問に答えていきます。
⾃社の財務情報も加えて診断結果を⾒ることが
できます。

会社の資産に変化があったり、気持ちが変った
り、⼈⽣の状況に合わせて何度でも診断するこ
とができます。

ステップ１
ライフプランニングと財務分析
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ライフプランニングと財務分析の診断をもとに、
詳細な質問に答えていきながら事業承継の診断
をします。

チェック項⽬に答えていくだけなので難しい作
業ではありません。
回答は途中で保存することも可能ですので、ご
⾃⾝のペースで進めることができます。

ステップ２では、どのような事業承継の⽅法が
最も適しているかが分かります。

どんな時も、しょうちゃんとけいちゃんはあな
たの味⽅です︕

ステップ２
事業承継の⽅法を知る
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事業承継の⽅法が決まったら、実⾏していき
ます。
何から始めたら良いか、次は何をするのか、
順序⽴てて承継ちゃんが教えてくれます。

きちんと出来たかどうか、その都度チェック
もしてくれるので、忘れてしまうことはあり
ません。

承継ちゃんは優しく、時には厳しくサポート
してくれます。
途中で悩んだり、専⾨家に相談したい場合は、
「専⾨家に相談する」のボタンをクリックし
てください。

ステップ３
実⾏⽀援と⾒守り
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誕⽣のストーリー

「後継者不在により⿊字廃業する危機にある企業数

は60万社（中⼩企業庁推計）となり、事業承継問

題は⼤きな社会問題となっている」

⻑年にわたり、事業承継のコンサルティングをして

きた幾島光⼦（経営承継代表）はあることに気付い

ていました。
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いつも忙しい経営者は、事業承継に時間も
コストもかけたくないのが実情。
やはり後回しになる事業承継…

それは多くの経営者の思い

⻑引くコロナ禍の影響から資⾦繰りなどに追われ、
売上や節税に直結しない事業承継は後回しに

複雑な問題を抱える事業承継を総合的にサポート
できる専⾨家が少なく、誰に相談して良いのか、
何から始めたら良いのかわからない。
やはり事業承継は後回しに…
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現状、後回しにされている事業承継ですが、実は、少しでも早く準備を始めることが、⼤切な技術や雇⽤、創業
者の想いを守ることになるのです。

どうしたら後回しにせず事業承継を早期化することができるのかを考え始めたのが「承継ちゃん」開発のきっか
けとなりました。
弊社が開発した事業承継の総合コンサルティング・プログラムであるlegato®の要素を取り⼊れ、各界の専⾨家

の⽅々に監修していただき誕⽣したのがクラウド型 事業承継 実⾏⽀援サービス「承継ちゃん」です。事業承継
DXともいわれている「承継ちゃん」が⽇本社会のインフラとして利⽤が広がり、経営者の充実したセカンドライ

フに繋がることを私たちは⼼より願っています。

クラウド型事業承継
実⾏⽀援サービス

2021年経済産業省
再構築補助⾦採択事業

ITを駆使したビジネスモデルで
事業承継コンサルティングを、

社会インフラにできるのではないか︖



「承継ちゃん」制作委員会 社外メンバー

中島加誉⼦税理⼠事務所
税理⼠ 中島加誉⼦ 法⼈と相続両⽅に強い税理⼠

株式会社ブレインズアクト
代表取締役 横川雄⼀ 事業承継・事業再編・Ｍ＆Ａのコンサルタント

株式会社スリーナインコンサルティング
代表取締役 ⻘⼭誠 司法書⼠・事業承継コンサルタント

林康弘法律事務所
弁護⼠ 林康弘 法的整理に強い弁護⼠



ご利⽤の流れ

お問合せ

承継ちゃんのURLを送付

サービスURLにアクセス

ライフプランニングご体験

ユーザーご登録

ご利⽤開始

お申込み（クレジットカード決済）

ライフプランニングの結果を⾒る

必要に応じて適宜サポート

※この時点で料⾦は発⽣しません

※本機能は2022年8⽉に実装予定です



ご利⽤の流れ（⼤⼿サポート企業様）

承継ちゃんは10名以下の⼩規模企業を対象と
したサービスですが、ご⽀援先や顧客、グ
ループに多数の⼩規模企業を持つ⼤⼿企業様
（銀⾏、保険会社、各業種代理店など）にも
⾮常に有益にご活⽤いただけます。

【⼤⼿サポート企業のメリット 】
サポートしているグループ企業や顧客企業に
ご利⽤いただくことにより突然の廃業などに
慌てることなく、事業承継の実態を把握する
ことが可能です。

お問い合せ︓

弊社からのプレゼンテーションやデモによるご案内

体験版のご提供

本契約

サービス提供開始
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よくあるご質問

●機密保持について教えてください
お客様に関するすべての情報は、お問い合わせの段階から機密事項として慎重にお取り扱い
させていただいておりますのでご安⼼ください。

●必要がなくなった場合途中でやめられますか︖
いつでもやめられますが、事業承継の⽅向性を決めて⾃⾛⽀援を受ける所まではぜひ、
継続されることをお勧めします。

●ライフプランニングとは何ですか︖
ライフプランニングとは、主に⾦銭⾯における⽣涯設計のことをいいます。
ライフプランを作成することで、⽣涯どれくらいの資産が必要なのか、 どれくらいでローンを
払い終えるのかといったようなこと知ることができ、⽣涯にわたる豊かで安⼼な⽣活を実現する
ための検討材料とすることができます。
ライフプランニングから始める 「承継ちゃん」は、引退後の⽣活を⾒据えて、事業承継のシミュ
レーションができる点にメリットがあります。
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会社名︓ 株式会社 経営承継（中⼩企業庁認定 経営⾰新等⽀援機関）

設 ⽴︓ 2014年9⽉
代表者︓ 幾島光⼦
資本⾦︓ 1300万円
所在地︓ 〒102-0083 東京都千代⽥区麹町4520 KSビル8階
メンバー︓ 11名 （業務委託契約者を含む）
提携先︓ 税理⼠、弁護⼠、中⼩企業診断⼠、社会保険労務⼠等、専⾨家約500名
事業内容︓ １．事業承継専⾨ ⼈財紹介サービス（紹介事業者番号︓13-ユ-306840）

２．事業承継コンサルティングプログラム「legato®（レガート）」の提供
３．経営承継⼠「レガティスタ」養成講座（ legato®を⾏うコンサルタント育成）の主催

本資料は、未刊⾏⽂書として⽇本及び各国の著作権法に基づき保護されております。
本資料には、株式会社 経営承継所有の特定情報が含まれており、これら 情報に基づく本資料の内容は、株式会社 経営承継の許可なく、 御社以外の第三者に開⽰され
ること、また、本資料を評価する以外の⽬的で、 その⼀部または 全⽂を複製、使⽤、公開することは、禁⽌されています。

会社概要 ⼈と組織の⼒で、創業者の夢を実現する〜事業承継は⾃由にデザインできる〜
幸せな事業承継の実現を総合的にサポートします


