
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 10月 5 日 

 

太陽グラントソントン 

情報セキュリティマネジメントの国際認証規格「ISO27001」を取得 

 

太陽グラントソントン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：浜村浩幸）は、情報セキュ

リティマネジメントシステムに関する国際認証規格である「ISO27001」を認証取得しました。 

当社は、ビジョンである Precious One「お客様にとってかけがえのないパートナーになる。」「プロ

フェッショナルにとってかけがえのない機会を提供する。」の考えに基づき、ひたむきな情熱を持っ

て顧客に尽くし、実現可能な解決策を提供できるよう、3 つの VALUE である「想う力」「究める力」

「支える力」に絶えず磨きをかけ、専門性を高める努力をしてまいります。 

当社の企業活動に関わる情報資産については、適切な情報セキュリティ対策を講じることにより、

情報資産の安全性および信頼性の確保に万全を期し、社会に貢献してまいります。 

 

【認証概要】 

登 録 組 織  太陽グラントソントン株式会社 

認証登録番号 RB‐IS16011 

適 用 規 格  JIS Q 27001:2014 / ISO/IEC27001:2013 

適用業務範囲 マイナンバー制度要求事項に対応した給与計算、社会保険業務および株式

報酬にかかわる税務届出・調書に関するアウトソーシング業務 

※関連組織として、太陽グラントソントン税理士法人、太陽グラントソントン社会

保険労務士法人、太陽グラントソントン株式会社を含みます。 

認 証 機 構  株式会社 ISO審査登録機構 

認証登録日  2016年 10月 2日 

有 効 期 限  2019年 10月 1日 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

担当：マーケティングコミュニケーションズ 田代知子 

TEL：03-5770-8811  FAX：03-5770-8810  e-mail：tax-info@jp.gt.com 

mailto:tax-info@jp.gt.com
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以 上 

         www.gtjapan.jp 

設  立 ： 1971 年 1月 

所在地： (本部・東京事務所) 東京都港区北青山 1-2-3 青山ビル 9Ｆ 

(大阪事務所) 大阪市北区中崎西二丁目 4番 12号 梅田センタービル 25Ｆ 

代表者： 浜村 浩幸 （代表取締役社長） 

         www.gtjapan.jp 

設  立 ： 2002 年 4月 ＡＳＧマネジメント（現：太陽グラントソントン株式会社）より税務部門が移管 

所在地： (本部・東京事務所) 東京都港区北青山 1-2-3 青山ビル 9Ｆ 

(大阪事務所) 大阪市北区中崎西二丁目 4番 12号 梅田センタービル 25Ｆ 

代表者： 佐藤 陽一郎 (理 事 長)  石塚 洋一  (統括代表)  浜村 浩幸  (代表社員） 

          www.gtjapan.jp 

設  立 ： 2012年 12月 グラントソントン太陽ＡＳＧ税理士法人（現：太陽グラントソントン税理士法人）より 

労務部門が移管 

所在地： (本部・東京事務所) 東京都港区北青山 1-2-3 青山ビル 9Ｆ 

代表者： 神井 俊哉  (社員)  藤田（三谷）忍 (社員) 

（Grant Thornton Japan）     www.grantthornton.jp 

所在地： 東京都港区赤坂 8丁目 1番地 22号 赤坂王子ビル 8F  

代  表 ：  梶川 融(公認会計士)  

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社：  太陽有限責任監査法人、太陽グラントソントン税理士法人、太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会

社、太陽グラントソントン株式会社、太陽グラントソントン社会保険労務士法人、太陽グラントソントン・ア

カウンティングサービス株式会社 

従業者数： 573人（2016年 6月） 

 太陽グラントソントンは、グラントソントンのメンバーファームとして世界水準の会計コンサルティング業務

を提供します。 

 ＜事業領域＞ 監査・保証業務、IPO サービス、内部統制、M＆A トランザクションサービス、国際/国内

税務、移転価格税制コンサルティング、事業承継、財団法人支援、外資系企業に対するコーポレートサ

ービス、労働法務コンサルティング、海外進出支援、財務・業務管理システム導入・運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ 

  

 (Grant Thornton International Ltd)   www.grantthornton.global 

代  表 ：  Ed Nusbaum 

 監査・保証業務、税務関連業務、アドバイザリーサービスを提供している相互に独立した会計事務所お

よびコンサルティング会社から構成される世界有数の国際組織です。それぞれに独立した世界各地の

メンバーファームが、成長への潜在的な能力の扉を開くビジネスパートナーとして、ダイナミックな組織

にサービスを提供しています。  

世界 130 カ国以上、42,00 人以上の従業員が、クライアント、そして私たちが住み働く地域社会に対し

て、変化をもたらすサービスの提供に重点的に取り組んでいます。 

http://www.grantthornton.global/

