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本リポートは、士業事務所向けの経営専門誌『FIVE STAR MAGAZINE』が
毎年、業界動向の定点観測を目的に行っている「事務所規模 RANKING」か
ら収集したデータを分析し、貴事務所のポジショニングとＵＳＰ（Unique
Sales Point）を５つの「FACT（事実、現実）
」からまとめたものです。業法
に守られる一方で、規制も受けながらビジネスを行う士業事務所の活動や成
果は一般事業者とは異なります。本ランキングに掲載されている事務所様が、
どれほど秀でた事務所なのか、一般の方にはなかなか理解されにくいもので
しょう。本冊子では、業界内における貴事務所の優位性やポジショニングを
わかりやすく、客観的にリポートしています

「士業事務所 事務所規模 RANKING 2021」に見る、

SATO-GROUP（SATO 社会保険労務士法人、日本社会保険労務士法人、SATO 行政書士法人）
の現在地と優位性
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DID YOU KNOW ?

5 つの

FACT!
から知る

SATO-GROUP（SATO 社会保険労務士法人、日本社会保険労務士法人、SATO 行政書士法人）
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つの
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国内最大の職員数を有する社労士事務所
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02 全国を９拠点でカバーする社労士事務所

中小零細企業の顧客は約 5000 社・６万人
03
大企業の顧客は約 400 社・64 万人

04 グループの行政書士事務所は、職員数で全国７位

国内最大の職員数を有する社労士事務所

小規模個人事務所の多い士業事務所の中で、一定
品質のサービスを安定して提供する目的で組織さ
れている事務所は限られています。本誌『FIVE
STAR MAGAZINE』 の 2021 年 の 調 査 [ ※ 1] で
は、全国で従業員数が５０名を超えている社会保
険労務士事務所の数は、わずか２2 事務所。全国
24,158 の社会保険労務士事務所 [ ※ 4] の中で、最
大の規模を有しています。
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24,158 事務所

9 拠点

SATO-GROUP
支店展開の状況

2 拠点
位

10 拠点以上

1 拠点

05 ６年で売上 1.5 倍増。成長を続ける事務所グループ

01

全国を９拠点でカバーする社労士事務所

7 拠点
6 拠点

3 拠点

SATO-GROUP の社会保険労務士法人は、全国９箇所
に拠点を展開しています。１０拠点以上を展開してい
る事務所はフランチャイズ型と事務組合型の事務所で
あり、そのほかの多店舗展開事務所も一部の主要都市
には拠点がありません。全国主要都市に事務所があり、
サービスを提供できる社労士事務所として、稀有の存
在となっています。
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中小零細企業の顧客は約 5000 社・６万人、大企業の顧客は約 400 社・64 万人
手続き業務を代行するクライアント数は、SATO-GROUP 全体で 5400 社。労務管理
を行う人数は 70 万人と国内最大規模 [ ※ 3] となっています。これほどの規模のサービス
を、社労士法人がセキュリティの確保とＢＣＰの体制を伴って展開できるのは、国内で
は SATO-GROUP のみ。2021 年４月から展開した新サービス『無料 de 顧問』のほか、
各種助成金申請、給与計算アウトソーシング、就業規則・３６協定の作成、事業主の労
災保険特別加入など、中小零細企業のニーズにも対応したフルメニューのサービスをラ
インナップしていることも特徴となっています。

SATO-GROUPの主な実績

大企業

400 社

グループの行政書士事務所は、職員数で全国７位

位

46,377 事務所
専門領域が細分化されている行政書士事務所
では、全国に 46,377 ある行政書士事務所 [ ※ 5]
のうち、９３. ４％が５名未満の小規模事務
所 [ ※ 3] となっています。その中で、就労ビザ・
補助金・建設業・民泊などの許認可、建設キャ
リアアップシステムなどの各種申請業務に対
応し、広範囲な業域をカバーする SATO 行政
書士法人（４５名）は、全国７位の規模 [ ※ 3]
となっています。

64 万人

中小零細企業

5000 社
6 万人

[※1]
[※2]
[※3]
[※4]
[※5]

FIVE STAR MAGAZINE「士業事務所 事務所規模RANKING2021」
総務省統計局「経済センサス」の最新データ（2016年）
FIVE STAR MAGAZINE誌の調べによる
全国社会保険労務士会連合会、開業者数（2020年3月末日現在）
日本行政書士会連合会、個人事務所開業者数（2020年3月末日現在）
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調査対象

６年で売上 1.5 倍増。成長を続ける事務所グループ
調査開始時の 2015 年から売上が約１. ５倍の規模に成長するなど、現在も成長を続
ける SATO-GROUP。これは従業員数が上位の事務所の中でも、突出したものとなっ
ています（下グラフ）。労働集約型のサービスを提供する士業事務所では、従業員数は
お客様の数に比例して増えていきます。この数年の成長から、SATO-GROUP のサー
ビスがお客様の圧倒的な支持を集めている様子がうかがえます。
2017年調査を起点としたときの従業員数の増減（2021年）

SATO-GROUP

347人

創業年
代表者
従業員数
本店所在地
拠点数

100人
8人
SATO-GROUP

社会保険
労務士法人Ｔ

60人

20人
社会保険
社会保険
労務士法人Ｊ 労務士法人Ｎ

9人
Ｔグループ

社会保険
労務士法人Ｏ

●事務所規模 RANKING の調査方法

● FIVE

事務所規模 RANKING は、FIVE STAR MAGAZINE 編集部が精査した調査の中で５０名以上の規
模があると確認できた法律事務所、会計事務所、司法書士事務所、行政書士事務所、社会保険労
務士事務所のデータを可能なかぎり収集し、解析したものです。従業員数は、本誌編集部で調査
し確認できた範囲のものであり、必ずしも最新のデータではない可能性があります。グループ全
体の人数が分かるものは、その人数を優先しています。また、大手監査法人・準大手監査法人、
外資系法律事務所のカウントは除外しています

『FIVE STAR MAGAZINE』は、税理士、
弁護士、司法書士、行政書士、社会保険労
務士の士業事務所が抱える経営課題に焦点
をあて、多くの成功事務所の成功事例を中
心に、有益な情報を全国の士業事務所の皆
様へお届けする、業界唯一の「事務所経営
の専門誌」です。FIVE STAR MAGAZINE
は、
「ビジネスの成長」
「顧客満足」
「従業員
満足」
「業界発展」
「社会貢献」を達成し、
五つ星を目指す事務所を応援しています

各事務所の従業員数は、2020 年以降で各種メディア（各「会」の情報、書籍、雑誌、事務所ホームページ、
求人情報等）に掲載されている情報を精査し複数比較した上で、もっとも信頼性の高い情報で構成してい
ます。本報告書の情報は、FIVE STAR MAGAZINE 本誌で発表された情報とは異なる場合がございます

STAR MAGAZINE について

１９７７年
佐藤良雄
１５５７名（2021 年度調査時点）
北海道札幌市、東京都豊島区
９拠点

＜グループ企業＞
SATO 社会保険労務士法人
日本社会保険労務士法人
SATO 行政書士法人
北海道 SATO 社会保険労務士法人
北海道社会労働保険協会（労働保険事務組合）
北海道社会労働保険協会 旭川（労働保険事務組合）
労務事務指導協会（労働保険事務組合）
＜住所＞
●北海道札幌市東区北 5 条東 8 丁目 1 番 33 号
●北海道上川郡東川町進化台 学校法人北工学園旭川福祉専門学校第二校舎内
●東京都豊島区南大塚 3-32-1 大塚 S&S ビル 5F・6F
●大阪府大阪市淀川区西中島 3-5-2 新居第 10 ビル 3F
●愛知県名古屋市中村区名駅 5 丁目 25 番 8 号 第二友豊ビル 4F
●福岡県福岡市博多区博多駅南１丁目８番３１号 九州ビル６F
●沖縄県那覇市前島 2-21-13 ふそうビルディング 11F
●北海道旭川市 1 条通 9 丁目 50 番地 3 旭川緑橋通第一生命ビル 3F
●北海道函館市大縄町 4 番 10 号
＜上記事務所へのお問合せ先＞

03-6831-3310
＜本リポート制作元＞

LIFE&MAGAZINE 株式会社
〒 171-0014

東京都豊島区池袋 2-36-1 Infinity Ikebukuro 7F

03-5927-1273

