会社概要
experience insight // 全米に活動範囲を広げる公認会計士およびアドバイザー事務所、BKD,

LLP

が、お客様の目標達成のお役に立ちます。献身的なスタッフが全米50州、そして国際社会のお客様に、監
査、税務、そしてコンサルティングのサービスをご提供いたしております。BKDグループでは多岐にわたる
専門分野でつちかった経験と知見を、さまざまな業界での問題解決につなげています。

ABOUT BKD
クライアントサービス // 「BKDエクスペリエンス」とは、
お客様のビジネスを自分のビジネスとしてとらえる公認会計
士、アドバイザー、そして専属スタッフによる比類なきサー
ビスを提供することをお約束するものです。そのサービス哲
学は、「The BKD Experience: Unmatched Client Service」
という一冊の本に著されています。
国際的ソリューション // BKDは、世界95カ国以上で顧客サ
ービスを行う独立した会計事務所の国際ネットワークである
Praxity, AISBLの米国最大のメンバーです。多国籍企業クラ
イアントへは、国際的ビジネスに必要不可欠な最高基準に取
り組む提携会社が提供するサービスにより、世界市場へのゲ
ートウェイをご提供いたします。
登録団体 // BKDは、米国公認会計士協会(AICPA)およびそれ
に属する3つのクオリティーセンターである監査クオリティ
ーセンター、従業員退職年金監査クオリティーセンター、
および政府関連機関監査クオリティーセンターのメンバー
です。
また、BKDは独立監査人として上場企業を監査する場合の
条件である米国公開会社会計監視委員会(PCAOB) に登録さ
れ、30以上の従業員年金プランを含む米国証券取引委員会の
登録団体約80の監査を行なっております。

社是 // お客様へ最高水準のサービスを提供するためたゆ
まぬ努力を続けると共に、実りのあるキャリアの機会を生
み出し、健全で、プロ意識の高いビジネスおよび財務の水
準を維持する。
会社情報

• クライアント: 個人のみなさまを始め、医療、製造、流
通、金融、建設や不動産業の上場、非上場企業、また政
府関連機関や非営利団体
• 総従業員数:

約2,400名

• パートナーおよびプリンシパル:
• 純収益:

約4億9600万ドル

• 年度末:

5月31日

• 創立:

約260名

1923年

• 拠点: 34の事務所を拠点に全米50州および米国外のクラ
イアントに対するサービスを展開
プラキシティーAISBLは、独立した会計事務所の国際的な協力機構です。ベ
ルギーの法によって非営利団体として組織されたプラキシティーはエプソム
に本拠を置きます。Praxity – Global Alliance Limitedはイングランドに本
拠を持つ有限責任の非営利団体であり、イングランドおよびウェールズで登
記されています。プラキシティーは協力機構であるため、第三者に対する監
査、税務、コンサルティングその他の会計業務は一切行っておりません。こ
の協力機構は、その参加企業によるジョイントベンチャー、パートナーシッ
プ、およびネットワーク等ではありません。参加企業は独立した企業である
ため、プラキシティーはそれらの参加企業の提供するサービスおよびその質
を保証するものではありません。

BKD のサービス
監査関連業務

IT コンサルティング

税務

リスクマネジメント

事業継承プランニング

州税、地方税および国際税

従業員年金プラン

資産管理

BKD, LLPは、一般企業、政府関連機
関、非営利団体および個人の方々へ
コンサルティング、税務、監査や会
計アウトソーシングを全米規模で
提供する会計・コンサルティング
会社です。

BKDウェルスアドバイザーズ, LLC
は、米国証券取引委員会に登録する
投資顧問会社であり、個人資産計
画、投資管理、遺産計画などに関す
るサービスをご提供いたします。

BKDウェルスアドバイザーズ, LLC
は、米国証券取引委員会に登録す
る投資顧問会社であり、個人資産
計画、投資管理、遺産計画などに
関するサービスをご提供いたし
ます。

BBKD財団は、財政援助や奉仕活動
を通して地域の方々をサポートす
る501(c)(3）非営利財団です。
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FIRM PROFILE
experience insight // BKD, LLP, a national CPA and advisory firm, can help individuals and
businesses realize their goals. Our dedicated professionals offer audit, tax and consulting services to
clients in all 50 states and internationally. BKD and its subsidiaries combine the insight and ideas of
multiple disciplines to provide solutions in a wide range of industries.

ABOUT BKD
CLIENT SERVICE // The BKD Experience is a commitment
to unmatched client service that’s shared by CPAs, advisors
and dedicated staff members who take your business
personally. We’re so dedicated to the idea that we wrote a
book—The BKD Experience: Unmatched Client Service.
INTERNATIONAL SOLUTIONS // BKD is the largest
North American member of Praxity, AISBL, a global alliance
of independent firms serving clients in approximately
100 countries. We offer multinational clients a gateway to
the global marketplace with services delivered by alliance
firms committed to the highest standards required in
international business.

approximately 80 U.S. Securities and Exchange Commission

registrants, including approximately 30 benefit plans.

MISSION STATEMENT // The mission of BKD is to
always strive for excellence in providing services to clients,
create rewarding career opportunities and maintain sound
professional, business and financial standards.

QUICK FACTS //
• Clients: Individuals and private and publicly traded
businesses in the health care, manufacturing, distribution,
financial services, construction and real estate industries, as
well as not-for-profit and governmental entities
• Total Personnel: Approximately 2,400

PROFESSIONAL AFFILIATIONS // BKD is a member of

• Partners & Principals: Approximately 260

the American Institute of CPAs and its three quality centers:
Center for Audit Quality, Employee Benefit Plan Audit
Quality Center and Governmental Audit Quality Center.

• Net Revenues: $496 million*
• Fiscal Year-End: May 31
• Founded: 1923

BKD is registered with the Public Company Accounting
Oversight Board, which is required to serve as an
independent auditor of public companies. BKD audits

• Locations: 34 offices serving clients in all 50 states and
internationally
* Includes fiscal year 2015 acquisitions

BKD SERVICES
Audit & Assurance

Information Technology

Tax

Risk Management

Business Succession Planning

State, Local & International Tax

Employee Benefit Plans

Wealth Management

Forensics & Valuation Consulting

And more

BKD, LLP, a national CPA and
advisory firm, provides consulting,
tax, assurance and accounting
outsourcing solutions to businesses,
governmental entities, not-for-profit
organizations and individuals.

BKD Corporate Finance, LLC
provides merger and acquisition,
sales, management buyout,
ESOP, recapitalization and
financing services. Member
FINRA and SIPC.

BKD THOUGHTWARE®

// articles

// emails

// presentations

BKD Wealth Advisors, LLC,
an investment advisory firm
registered with the U.S. Securities
and Exchange Commission,
provides personal wealth planning,
investment management and
estate planning.

// videos

BKD Foundation is our 501(c)(3)
not-for-profit foundation that
enriches BKD’s local communities
with financial support and our
commitment of time.

// webinars
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