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9月16日（水）、明治記念館に於いて、第20回TKC東
京都心会定時総会及び第20回TKC東京都心政経研究
会定期大会を開催いたしました。上程されました議案を
ご審議いただいた結果、すべて可決承認されましたの
でご報告申し上げます。

今年度も、TKC東京都心会及びTKC東京都心政
経研究会へのご理解、ご協力の程、何卒よろしくお
願い申し上げます。

また、同日開催いたしました第20回TKC東京都心
会秋期大学は400名を超えるご参加をいただき、盛大
に執り行うことができました。

ご参加いただきました皆様におかれましてはご多
忙の中、誠にありがとうございました。感謝申し上
げます。

末筆ですが、皆様の益々のご健勝を心より祈念い
たしております。

第20回TKC東京都心会定時総会
第20回TKC東京都心政経研究会定期大会

第20回TKC東京都心会秋期大学

開催報告 TKC東京都心会会長　山下　明宏・TKC東京都心政経研究会会長　天野　清一

山下明宏会長挨拶 委員長退任感謝状贈呈

委員長就任委嘱状授与 顧問就任委嘱状授与
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9月16日（水）、「第20回TKC東京都心会定時総会」
が明治記念館に於いて開催されました。山下明宏会
長挨拶の後、議長に石黒民夫会員、副議長に田井一
郎会員が選出され議事に入りました。平成26年度事
業報告承認の件、平成26年度収支決算報告承認の件・
監査報告、平成27年度事業計画承認の件、平成27年

度収支予算承認の件、役員選任に関する承認の件の
全ての議案が賛成多数で承認可決されました。

総会後、新たに就任した役員に対し山下会長より
委嘱状が、退任した役員に対し感謝状がそれぞれ贈
られました。

第20回TKC東京都心会定時総会

定時総会・定期大会

議長・石黒民夫会員と副議長・田井一郎会員 説明する太田勝久総務担当副会長

定時総会に先立ち「第20回TKC東京都心政経研究
会定期大会」が開催されました。天野清一会長挨拶
の後、議長に石黒民夫会員、副議長に太田勝久会員
が選出され議事に入りました。第20期運動経過報告
承認の件、第20期収支決算報告承認の件・同監査報告、

第21期運動方針承認の件、規約改正承認の件、第21
期収支予算承認の件、役員選任承認の件、大会決議
承認の件の全ての議案が賛成多数で承認可決されま
した。最後に大会決議文を出席者全員で朗読し、滞
りなく終了しました。

第20回TKC東京都心政経研究会定期大会

天野清一会長挨拶 説明する緒方隆幸幹事長
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平成27年9月16日（水）、明治
記念館において約410名の皆様
のご参加を頂き、TKC東京都
心会第20回秋期大学を開催い
たしました。ご多忙の中、ご
参加を頂いたご来賓、TKC
会員ならびに職員、関与先企
業の皆様に御礼申し上げます。

本年のテーマは「勇気と決断！〜TKC会計人の挑
戦！〜成功するビジネスモデルを追求する！〜」と
しました。会計事務所を取り巻く社会環境は年々大
きく変わっています。平成12年成年後見人制度、平
成16年電子申告スタート、平成18年会社法施行、平
成24年経営革新等認定支援機関制度のように、これ
までの記帳代行や税金対策だけの業務内容から社会
支援、経営支援や経営改善への助言に移行しなけれ
ばならない時代になってきました。関与先企業も、
平成18年の会社法施行で、創業するチャンスが多く
なりました。挑戦する機会が増える一方で、激しい
競争にも晒されることにもなります。はたして、当
時創業した会社が現在どのくらい残っているでしょ
うか。2011年の東日本大震災からの復興、2020年の
東京オリンピック・パラリンピックへの挑戦という
時代で、会員事務所・関与先企業が「成功するビジ
ネスモデル」とは何かをこの機会に真剣に考えてい
ただければと企画いたしました。

基調講演では、経営コンサルタントの小宮一慶氏
をお招きして、「経営者が身につけるべき経営の原理
原則」というテーマで講演していただきました。数
多くの会社をコンサルティングされてきた方で、多
くの書籍を書かれ、講演も多くされています。巷に
情報が溢れている今、資金調達や人材育成のさまざ
まな経営手法が紹介されています。小宮一慶氏の講
演もそういう内容かと思いましたが、意外にも「素
直さ」「謙虚さ」の言葉が印象に残りました。当たり
前のことができていない、日常の業務でも考えさせ
られました。

また特別講演は、3つの分科会を用意いたしまし
た。

第一分科会では、「会計で会社を強くする！」を
テーマに3名の企業経営者をお招きして、真保裕行

会員にコーディネータを務めてもらいました。実際
にTKCシステムを利用されている会社役員として、
これまでの人生経験等を踏まえて、「会計を経営にい
かに活かしているか」を伺えればと考えました。第
二分科会では、「一流を育てる」秋山木工社長 秋山
和輝氏をお招きして、一流に育てることを教授いた
だきます。昨今の税理士試験受験者の減少でも象徴
されるように、会計事務所への就職が敬遠されがち
です。人材育成という課題は業種を問わず切実です。
魅力のある会社づくりに必要なものを伺えればと考
えました。

第三分科会では、「巡回監査とKFSで事務所を強
くする」をテーマに、TKC神奈川会の吉野太先生を
お招きして、TKC会計人として永遠のテーマでもあ
る「巡回監査」についてご講演いただきました。

レセプションでは、流通経済大学チアリーディン
グ部「GLITTERS」の演舞・くじ引き大会も好評い
ただきました。

昨年9月の就任から1年をかけて、秋期大学の企画・
準備を進めてきました。過去の秋期大学では会場委
員会やレセプション委員会の委員としてお手伝いし
てきましたが、初めて秋期大学実行委員長を務める
ことになり、正直、歴代の秋期大学実行委員長のご
苦労を身に染みて感じました。ただ、大勢の方をま
とめて、ひとつの行事を成功させていくことは、時
間と労力がかかります。トラブルもなく無事終了で
きたことも、これまで東京都心会創設から培ってき
た秋期大学の実績があったからだと思います。

最後に、秋期大学実行委員の方々、TKC首都圏西
SCGセンターの皆様、大同生命保険会社の皆様、東
京都心会事務局の皆様のご協力で、無事終了するこ
とができましたことを、ご報告させていただきます。

誠にありがとうございました。

第20回秋期大学を振り返って

秋期大学実行委員長挨拶 秋期大学実行委員長　加藤　博資



FOURNINE NO.199  54  FOURNINE NO.199

記念すべき第20回秋期大学
で、講演委員と第一分科会の
コーディネーター役を務めさ
せていただきました。

秋 期 大 学 実 行 委 員 で は、
テーマをどうするかを年内、
じっくり話し合いました。1月
の実行委員会時に、「勇気と

決断！〜TKC会計人の挑戦！〜」というテーマが決
定しました。
「T K C会計人の挑戦！」というテーマが決まりま

したので、今回はTKC会計人がサポートしている経
営者をお呼びしようということになり、パネルディス
カッションをすることになりました。昨年3月に中小
会計要領フォーラムに参加させていただき、その時
のパネルディスカッションがとても参考になりまし
た。当日、パネリストとして登壇されていた有限会
社生き活きサポート専務取締役の髙橋純子さんにパ
ネルディスカッションのお話をさせて頂いたところ、
二つ返事で引き受けて頂きました。そして、FX4ク
ラウドの活用のお話を株式会社ライフサポートの
山口智さん、そして、TKC全国会のテレビCMにも
出演されている株式会社美虎社長の五十嵐美幸さん
に登壇してもらうことになりました。

私は講演委員として講演して頂く方の連絡などを
させていただいたので、表舞台に立つのは全く考え
ていませんでしたが、連絡をしていて内容を分かっ
ている人が進行をやったほうがいいだろうというこ

とで、急きょコーディネーター役を務めることにな
りました。（本来、私は講演者の方のサポートをすべ
きでしたが、手が回らなかったので、各講演の司会
の方などが積極的に携わって頂き、助かりました。）

7月に五十嵐美幸さんの幡ヶ谷のお店で、事前打ち
合わせをしましたが、その時が初対面でしたが、皆
さんお話がお上手で、非常に話が盛り上がり、いい
パネルディスカッションになることを確信しました。

事前にお会いしているせいか、秋期大学当日も自
然体で、参加者皆さんとパネルディスカッションに
臨めました。TKC会員とお客様との絆を深く感じ、
巡回監査が第三者の目として役立っていることを実
感した90分でした。登壇していただいた3名からも、

「このパネルディスカッションに参加させてもらい、
他の経営者のお話が聞けてとても勉強になりました」
とおっしゃっていただきました。

基調講演で堂々として司会をして頂いた田代祐一
会員、私がバタバタしていたのをサポートしてくだ
さった小林憲史会員、当日の色々な変更にもしっか
りサポートをしてくださった藤田浩樹会員、司会を
含めパネルディスカッションのシナリオにもアドバ
イスしてくださった鈴木康之会員をはじめ、大変お
忙しいところ、全般的にサポートして下さった加藤
博資実行委員長、橋本徳行支部長、実行委員の皆様、
TKCスタッフの皆様（中島剛局長の粘り強い交渉
がなければ、小宮一慶さんの書籍を配れませんでし
た！）に感謝いたします。

講演委員を担当して

講演副委員長感想 講演副委員長　真保　裕行

成功するためには、正しい努力の積み重ねが必要。
プロのサッカー選手になりたい人が毎日10時間必死
に卓球を練習してもJリーガーになれないことは誰で
も分かる。経営者も同じである。経営者になるため
には経営を勉強しなければ成功しない。経営の原理
原則をおさえて正しい努力を積み重ねる。

稲盛和夫さんは成功の方程式は能力×熱意×考え
方だと言っている。能力と熱意は0点から100点まで
ある。しかし考え方はプラス100からマイナス100ま
である。どんなに能力があって熱意があっても考え
方が間違っていれば大きなマイナスになってしまう。
戦後生まれの人は正しい考え方が何かということを

テーマ「経営者が身につけるべき経営の原理原則」

基調講演

講師：小宮一慶（経営コンサルタント）
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勉強していない。正しい考え方を身につけていれば
あとのことはなんとかなる。

経営とは1.企業の方向付け。何をやって、何をや
めるか。2.資源の最適配分。人・物・金を適切に配
分する。3.人を動かすことができるかどうか。この
3つができないと経営はできない。

資源の最適配分は難しい。なぜか。経営者の公私
混同である。これが会社が大きくならない最大の理
由だ。ちょっと会社が良くなるとベンツを買ったり、
高級時計を買う。社員は社長のベンツのために働い
てくれない。良い会社を作って、従業員にもたくさ
ん給与を払って、なおかつ残ったものから適正な給
与をもらえばいい。

企業の方向付け。これが違うと目も当てられない。
2つのことを考えないといけない。マーケティング
とリノベーションである。マーケティングとはお客
様第一ということ。お客様が求めることが提供でき
るかどうか。リノベーションとは中長期的に組織全
体をどういうふうに変えていくかということ。何を
やって、何をやめるかを中長期的に決めるというこ
とが企業にとって一番大事。どこで自社の強みを出
していくかだ。

日経新聞を読む。多くの人が残念な読み方をして
いる。見出しをみて自分に関心が無いものは読まな
い。これが最大の間違い。一面のトップ記事を必ず
読む。新聞のトップ記事はその日に一番重要だと思
うことを載せている。リード文がでている記事はリー
ド分だけでも読む。新聞を読むことは自分の関心を
社会の関心に合わせる訓練。自分たちが作りたい物
をただ作っても売れない。社会が求めているものを
提供できるかどうかだ。関心の幅を広めることが大
事。自分の関心外のことで見落としていることがひょっ
としたら世界中で一番大事なことかもしれない。

ローソンの看板を見たことが無い人はいないと思
う。でも、ちゃんと思い出せる人はほとんどいない。
人は何万回見ようが関心の無いものは見えない。

その日の記事で何か気づいたことを一行でもいい
からメモしておく。人間は忘れるから、それを何度
も見返す。これを1ヶ月続ければ確実に新聞の読み方
が変わる。

社員に良い仕事をさせるには3つの定義がある。お
客様が喜ぶ。働く周りの仲間が喜ぶ。工夫。

会社は売上・利益を追いかける。お客様はそんな
ことは誰も感心がない。お客様が求めるのは良い商
品とサービス。それだけである。

目的と目標の違いを理解する。目的というのは最
終的に行き着くところ。目標はその通過点あるいは
目的達成の手段。

企業の目的は2つある。良い商品やサービスをお

客様に提供してお客様に喜んでもらい社会に貢献す
る。もう一つは働く人を幸せにする。

変化をチャンスに変える。他社との違いを作り出
す。その差別化を具体化するのがQPSである。Q

（Quality：品質）、P（Price：価格）、S（Service：サー
ビス）　

お客様は品質に対してお金を払う。サービスとは
何か。その他全てのことである。例えばコンビニエ
ンスストアーは近いところで買う。でも、店が近い
ことに対してお金を払っている人は誰もいない。人
は品質と価格とその他の要素（サービス）の3つの要
素で最適なところで買っている。

ライバルのQPSを研究しライバルより良いQPS
の組み合わせを提供すれば必ず売れる。お客様の中
で絶対的な基準を持っている人はいない。相対的な
ものである。

2つのことが分かってないとライバルは見えない。
一つは専門知識。もう一つは素直にライバルを見る。
これがなかなかできない。ゼロか1かで考えてしま
う。そうすると何も見えてこない。ゼロと1の間に
は0.33もあれば0.75もある。松下幸之助さんは人が成
功するために一つだけ必要な資質は素直さだと言っ
ている。素直でない人は人の話が聞けない。人の知
恵を活かせない。人が寄ってこなくなり、手伝って
くれなくなる。

まず、行動から入る。まず、型から入る。何千回、
何万回と小さな行動を繰り返す中で意識が芽生えて
くる。電話の出方、挨拶の仕方。

行動が徹底するかどうかは指揮官次第である。指
揮官先頭。指揮官足るべきものは先頭に立って行動
する。自分がまずやらないといけない。リーダーシッ
プとは覚悟である。人にアドバイスするときは自分
がやっていないことを言ってもダメ。そんなもの誰
もついてこない。理屈で人は動かない。理屈で人が
動かせるのであれば、その理屈で自分を動かして見
ればいい。動かない。

会社を良くしようと思うなら、まず先頭に立って、
原理原則をきちんと守って、公私混同を無くして、
考え方を正しくもってやってください。
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第3分科会
「巡回監査とKFSで事務所を強くする！」
講師：TKC全国会巡回監査・事務所経営委員会副委員長

TKC神奈川会　吉野　太氏

分科会

TKC東京都心会秋期大学の今年のテーマ「勇気と決断！〜T K C会計人の挑戦！〜　成功するビジネスモ
デルを追求する！」に因み、3つの分科会が行われました。

3分科会を企画・開催しました

第1分科会
企業経営者によるパネルディスカッション

「会計で会社を強くする！」
コーディネータ：	真保裕行会員
パ ネ リ ス ト：	
　㈱美虎	 社長　　　　五十嵐美幸氏
　㈲生き活きサポート	 専務取締役　髙橋　純子氏
　㈱ライフサポート	 監査役　　　山口　　智氏

第2分科会
「一流を育てる！」
講師：秋山木工グループ代表　一般社団法人秋山学校代表理事
　　　㈲秋山木工社長　秋山　利輝氏

五十嵐美幸氏 髙橋純子氏 山口　智氏

講師：秋山利輝氏

講師：吉野　太氏
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今年の秋期大学のテーマである「勇気と決断！　
〜TKC会計人の挑戦！〜　成功するビジネスモデル
を追求する」に因んだ職員論文では、62名の方々に
応募いただき、ありがとうございました。テーマの
発表時期が遅れ、取り組む時間がなかったとの意見
も聞きます。そんな限られた時間の中で、かつ忙し
い業務の合間を縫って本当にすばらしい論文を書い

ていただきました。応募された全ての職員の方々に
心より敬意を表します。

職員論文は東京都心会独自の取り組みで、他の地
域会では実施されていないと聞いています。ぜひ、
来年以降も取り組んでいただければと思います。こ
こに応募者全員のお名前を掲載させていただき、敬
意を表します。

職員論文を選考して

職員論文

秋期大学職員論文受付　新人の部
連番 事務所名 氏　　　名
1 税理士法人アクア 山田　真史
2 税理士法人 K＆KJapan 大森　若菜
3 税理士法人しんぼ会計 浜中　千春
4 税理士法人新日本筒木 仲村　美幸
5 コンパッソ税理士法人 小関　咲子
6 コンパッソ税理士法人 伴　　長憲
7 コンパッソ税理士法人 青木　　肇
8 コンパッソ税理士法人 寺田　知己

連番 事務所名 氏　　　名
9 コンパッソ税理士法人 今山　優太
10 コンパッソ税理士法人 荒木　哲也
11 コンパッソ税理士法人 河野　弘輝
12 コンパッソ税理士法人 加藤　義隆
13 コンパッソ税理士法人 乙成　保徳
14 コンパッソ税理士法人 岡本	可奈子
15 コンパッソ税理士法人 堀江	恵美子

（敬称略）

（敬称略）
連番 事務所名 氏　　　名
1 税理士法人新日本筒木 諸永　大輔
2 税理士法人新日本筒木 木付　志帆
3 税理士法人新日本筒木 山本	久美子
4 税理士法人新日本筒木 宍戸　秀章
5 税理士法人新日本筒木 野路　裕子
6 税理士法人新日本筒木 平野　敏郎
7 税理士法人新日本筒木 伊藤　俊之
8 税理士法人新日本筒木 飯嶋	奈緒美
9 税理士法人新日本筒木 植村　祐樹
10 税理士法人新日本筒木 岡嶋　信吾
11 税理士法人新日本筒木 石澤　慎二
12 税理士法人新日本筒木 川井　弘毅
13 税理士法人アクア 佐藤　晃子
14 税理士法人アクア 中野　　豊
15 税理士法人アクア 金子　巨樹
16 税理士法人アクア 藤田　祐介
17 税理士法人アクア 松崎　広樹
18 税理士法人アクア 坪原　大輔
19 税理士法人アクア 北林　健児
20 税理士法人アクア 茂木　真人
21 税理士法人アクア 清水　匡弘
22 増田会計事務所 新工　伸弘
23 都心綜合会計事務所 下廣　利之

連番 事務所名 氏　　　名
24 山下明宏税理士事務所 稲葉　敬宣
25 山下明宏税理士事務所 比留間	裕子
26 税理士法人 K＆KJapan 寺内　　聡
27 コンパッソ税理士法人 菊池　　潤
28 コンパッソ税理士法人 畠山　安定
29 コンパッソ税理士法人 小森　和哉
30 コンパッソ税理士法人 村山　健太
31 コンパッソ税理士法人 佐々木　謙
32 コンパッソ税理士法人 久保田	良次
33 コンパッソ税理士法人 依知川	功一
34 コンパッソ税理士法人 安木　夕夏
35 コンパッソ税理士法人 大木　剛仁
36 コンパッソ税理士法人 大橋　　暁
37 コンパッソ税理士法人 川手　啓喜
38 コンパッソ税理士法人 古田　一成
39 コンパッソ税理士法人 會田　明美
40 コンパッソ税理士法人 森　　芳雄
41 コンパッソ税理士法人 青木　　誠
42 コンパッソ税理士法人 田宮	健太朗
43 コンパッソ税理士法人 鈴木　律雄
44 コンパッソ税理士法人 石川　幸恵
45 コンパッソ税理士法人 平見　祥子
46 コンパッソ税理士法人 山崎	智津子

秋期大学職員論文受付　一般の部

秋期大学実行委員長　加藤　博資

職員論文優秀賞・新人賞受賞者
優秀賞　税理士法人新日本筒木　植村祐樹
　　　　税理士法人新日本筒木　野路裕子
　　　　コンパッソ税理士法人　畠山安定
新人賞　コンパッソ税理士法人　青木　肇
　　　　税理士法人新日本筒木　仲村美幸

	 （敬称略）

優秀賞・新人賞を受賞された皆さん
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入賞職員論文

現在、日本においては
従業員数の約7割が、事業
者数では約9割以上が中小
企業に属しています。

日本を支えているのは
まさに中小企業であると
いえます。複雑化する経
営課題を解消できず、廃
業の相次ぐ中小企業の再
生、ひいては日本経済の

再生こそ、TKC会計人が担う使命です。TKC会
計人としての使命を具体的にどのように果たしてい
くべきか、ビジネスモデルの追求という観点から考
えてみたいと思います。

ビジネスモデルとは何でしょうか。どういう企業
になりたいか、どういう経営をしたいかというゴー
ルを想像し、その理想から逆算して段階的に目標を
設定し、各段階の目標を達成させるために行動する、
各段階の目標設定・達成のために現況を分析理解し
柔軟にフィードバックさせる、そういった一連の経
営スタイルのことであると私は考えます。

企業は、規模や組織体制、取り巻く環境を考えれ
ば千差万別です。中小零細企業ともなれば尚更です。
すべての企業に当てはまるビジネスモデルなどない
ように感じます。企業それぞれに成功するためのビ
ジネスモデルを構築していく必要があるのではない
でしょうか。

企業は、税理士に対して税務・財務という会計面
のサポートを期待し、金融機関に対して資金面のサ
ポートを期待します。金融機関は、税理士に対して
関与先企業が健全に利益を生む経営を持続できるか
について一定の保証を期待します。これらの期待に
応えることが税理士の存在意義となるわけですが、
とりわけTKC会計人としては、①関与先企業の経営

（改善）計画策定段階において、②巡回監査等モニタ
リングの場において、③厳密な決算業務によって、
以上の三業務について高度なサポートを提供して関
与先企業のビジネスモデルの成功に資することを使
命としなければなりません。税理士に求められてい

優秀賞 税理士法人新日本筒木　植村　祐樹

るのは、関与先企業のホームドクターとしての役割
です。大学病院のような画一的な税理士業務をして
いては、経営者とともにビジネスモデルを追求する
ことなどできません。ホームドクターとして、本人
でさえ自覚していなかった病気の芽を摘みとるよう
に、モニタリングの必要性を啓蒙して、徹底した巡
回監査を行い、関与先企業に伴走してビジネスモデ
ルを追求することがTKC会計人の果たすべき使命
なのではないでしょうか。

複雑化する中小企業の経営課題を解消するため、
「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業
に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支
援機関を認定する制度が創設されました。税務・金融・
企業財務に関する専門的知識や支援にかかる実務経
験が一定レベル以上の個人・法人・機関等を経営革
新等支援機関として認定することにより、中小企業
支援事業の担い手の活性化を図り、中小企業の経営
力の強化につなげようというものです。

この制度に伴い始まった経営改善計画策定支援事
業と創業補助金事業への積極的な関与もTKC会計人
に特に期待されていることでしょう。両事業はビジネ
スモデルという経営スタイルの構築・再構築がその核
心ですし、策定された経営（改善）計画の遂行、つまり
ビジネスモデルの追求・経営スタイルの維持はTKC
会計人による巡回監査というモニタリングなしには成
しえません。

私たち税理士に今後求められる役割は、企業それ
ぞれに合わせたビジネスモデルを構築し、より大き
な視点で捉えれば、関与先、金融機関、税理士が三
位一体となってお互いをサポートしていくビジネス
モデルの構築であると私は考えます。これこそ、成
功するビジネスモデルではないでしょうか。

今後、税理士事務所職員として、経営革新等支援
機関に求められる業務に、より注力していきたいと
考えており、経営改善計画策定支援事業、創業補助
金事業を通じて、多くの経験を積むことで、より広
い視野で、関与先企業それぞれに合わせたビジネス
モデルを構築し、この成功するビジネスモデルの一
端を担えるようにしたいと考えています。

テーマ「勇気と決断！〜 TKC 会計人の挑戦！〜」
〜成功するビジネスモデルを追求する！〜
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監査担当者として関与
先成功のお役に立てる存
在であるために、どうい
う能力を身につければよ
いのだろうか？　どうい
うことをすればよいのだ
ろうか？　人として、他
者 の お 役 に 立 て る 人 と
は？　自分が関与先やお
客様の立場だったら、今

の自分を選ぶだろうか？　事あるごとに自問自答し
ている。そして逆もまた考える。

新しくできた整骨院。この人に自分の体を任せら
れるだろうか？　近所の美容室。この人に自分の美
を預けられるだろうか？　自分をお客様側にして考
えると、任せたい！預けたい！という人に出会える
ことは、なかなか難しいことの様に思えた。そして、
専門的な能力があることは当然だが、人間としての
魅力を持っている人とお付き合いしていきたいとい
う結論になった。

そこで一人の整体トレーナーを思い浮かべた。こ
の人に体を診てもらうまでの私は、体調が悪くなる
と鍼やマッサージを受けに行き、誰かに体調を良く
してもらうことが当たり前の意識だった。しかし、
この整体トレーナーの所に行くと、まず質問をされ
た。「…で、どんなカラダになりたいの？」この人に
元気にしてもらおうと人任せの意識しかなかった私
は、この質問の返答に少し時間が掛かった。自分の
望みを伝えると、私の今の体の状態を教えてくれて、
自分でできる体作りの方法を教えてくれた。自分で
体作りをするようになって初めて、自分の体は自分
が一番よくわかっているべきなのに、いかに人任せ
の意識でいたのかがよく解った。このことに気付き、
毎日できなかった家でのストレッチが毎日できるよ
うになった。

なりたいカラダの、『今』と『ゴール』の距離がわ
かったので、自分でそれを埋めていくことにも納得
し行動できるようになった。自分の中で腑に落とせ
ると当事者意識を持って行動できるのだと理解でき
た。この自分の変化を客観的に見ていて気づいたこ
とは、「答えは本人の中にある」ということ。自分の
方向性は他人に考えてもらうことでも、他人から与
えられるものでもなく、自分の中から引き出さなけ

れば、自分のこととして納得し行動することはでき
ないだろうと思った。

今年に入ってから、関与先の奥様と相続について
色々と打合せをしている。この奥様は私が提案をす
ると120％受け入れてくださるような方なので、相続
の話をしても「一番良い方法を提案してくれれば、
それに従います」というお言葉をいただいていた。
担当者としては全面信頼していただけている様なこ
のお言葉に当初は感謝したが、徐々に違和感が湧い
てきた。自分のことなのに、人任せのようだ。とい
う違和感だった。

相続という最後のご自分のお仕事を、もっとご自
分の意志で考えていただくことが傍で寄り添わせて
いただいている私の役目なのではないだろうかと思
い、自分の立ち位置を微調整した。奥様が当事者意
識を持ち、方向性を考えていただけるように色々と
話し合った。私も今まで遠慮して質問できなかった
ような深い内容のことも質問できたし、そんな質問
を重ねていくうちに、質問された奥様も自分のこと
としてしっかりと受け止めてくださるようになった。
頻繁にお電話で質問が来たり、巡回監査時にはご自
分の意向をお話くださるようになった。一所懸命考
えるそのお姿を心強く感じた。そして自分も、もっ
と知識を増やして、更にそんな奥様のお役に立てる
様に頑張りたいと思った。

小さなビジネスモデルの例ではあるが、この二つ
の体験を通して、成功するビジネスモデルを関与先
に構築していただくために、私が考えた監査担当者
として必要なことを二つにまとめた。

まずは選ばれる人間性、人間力を鍛えること。周
りの人間力のある人から沢山の学びを吸収すること。
そして、ご指導いただいて人間力をどんどん鍛え磨
いていきたい。

もう一つは、関与先ご自身の中にある答えや方向
性を引き出すお手伝いができるように、私自身の引
き出しを増やすこと。幅広い視野で物事を見て、役
立つ情報を沢山提供できるように日々アンテナを
張って、関与先に寄り添える担当者でいたいと思っ
た。会計と税務を通してお役に立てることは限られ
ているが、関与先が曇りや不安のない状態で仕事に
集中し成功していただけるように、日々この二つを
意識して精進していきたい。

税理士法人新日本筒木　野路　裕子優秀賞
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「叩け、さらば開かれん」
迷わず積極的に行動すれ
ば、道は必ず開けるとい
う意味だ。私が社会人に
なって初めての上司は、
その言葉を紙に大きく書
いて、机の前に掲げてお
け、と私にアドバイスし
てくださいました。短い
キーワードではあります

が、今でもその言葉は、強く、深く、私の心に残っ
ています。

思い返せば、大学の受験、就職、転職、結婚、出産、
等々の、人生の様々な大きな転機では、決断をする
前に勇気が必要でした。決断する前、頭の中では様々
なことを考えます。最高の結果、最悪の結果をシミュ
レーションし、どの選択が最も良い選択なのか、思
い悩み、時間が経過していきます。しかし時は待っ
てくれません。勇気をもって、これだ！と決断をし
ないと、行動に移せないまま無情にも時は過ぎて行っ
てしまいます。そう考えると、自らの人生は決断の
連続ではないか、ましてや我々の関与する顧問先の
経営者は、社員、その家族、取引先を自らの船に乗せ、
目前に迫る選択を決断し、沈没することなくその航
路を進まなければならない、大変な役割を担ってい
るのだと思えてくるのです。

私の担当している建設業の顧問先法人は、現在60
期を超え社員の定着が良く経営も安定しています。
10年ほど前までは赤字と黒字が交互にやってくるよ
うな企業でしたが、工事別原価管理を導入したこと
をきっかけに10期連続して黒字となりました。これ
は、工事別原価の「見える化」つまり原価を日々リ
アルタイムに確認することが可能になったことが成
功の要因と言えます。

当初、社長は工事別原価管理の導入に対し乗り気
ではありませんでした。社員をとても大切にされる
社長は、社員に工事別の目標利益をノルマとして押
し付けることにならないか、ということを懸念され
ていたのです。しかし社長は導入を決断され、こう
話されたのです。「会社はなぜ利益を出さなければな
らないのか。それは社員を永続的に雇用するためで
あり、その社員とその家族の幸せを永続的に確保し
なければならない」と。社長の気がかりは杞憂に終

わりました。導入後は概ね社員の方の反応は良好で、
今まで明確に見えなかった原価の「見える化」によ
りコスト削減意識が高まったのです。

一方で、会社が利益を出さなければならない理由
は社員を永続的に雇用するためだという言葉は、経
営者の中には自分の役員報酬をいかに高くするか、
に重きを置いている方がおり、それは自然なのだと
認識していた私にとって、強く印象に残る言葉でし
た。その言葉によって、会計事務所は、顧問先の繁
栄がその社員、家族、取引先の繁栄に繋がり、ひい
ては社会の貢献に寄与するのだと、その繁栄の一環
として我々の役割はあるのだ、ということを改めて
再確認させてくれたのです。

では、我々会計事務所が顧問先の繁栄に貢献でき
ることとは何でしょうか。先の顧問先の成功例で考
えますと、「見える化」が鍵となると思います。例えば、
電気使用量をリアルタイムに「見える化」し、使用
量ピークを抑制するデマンドコントロールシステム、
目的地、現在地、進路をリアルタイムに「見える化」
し効率よく目的地まで導くカーナビゲーションは、
ともに「見える化」を伴いPDCAサイクルを実践す
るシステムとして成功していると言えます。

やはり、我々が行うべき顧問先の繁栄の一環とは、
月次巡回監査による適時正確な試算表の完成、月次
巡回監査によって行われる予算実行管理による経営
の「見える化」であり、それは顧問先と共に船に乗
り込み、その目的地、現在位置、航路を示す羅針盤
となることなのです。私の遺伝子に記憶されている、
先人たちが経験した圧倒的に長い時間に比べれば、
この肉体で可能な限り行える時間はものすごく短い
からこそ、今、勇気と決断をもってこれを実践しな
ければなりません。時は過ぎてしまうのです。

扉を叩く。その先には、顧問先の繁栄、事務所の
繁栄、社会の繁栄という道が開けるのです。自我を
滅失し、自らが率先垂範し実践する。「叩け、さらば
開かれん」の言葉を掲げて。

コンパッソ税理士法人　畠山　安定優秀賞
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現在の中小企業を取り
巻く経済環境は、7割超の
法人が赤字であり、経営
者の高齢化に伴い、事業
承継が円滑に進んでいな
いのが現状です。TKC基
本理念は、己を忘れてお
客様のために全力を注ぐ。
人のために徹底して尽く
すことが自分の利益につ

ながるという「自利利他」です。その理念から「財
務経営力の強化」と「資金調達力の強化」を推進す
る取り組みとして7000プロジェクトが立ち上がりま
した。その対象は赤字企業のみならず黒字であって
も「営業活動におけるキャッシュフロー」の視点で
見れば決して健全であると思えない企業も対象とな
ります。営業活動で生み出されたキャッシュフロー
が借入金の返済に回ってしまうようでは将来の発展
はあり得ません。

将来の成長戦略にどれだけ資金を回すことができ
るのか、企業の事業承継にも深く関係するこのよう
な課題に対して、適切な指導、助言をすることが会
計事務所の使命であり、経営革新等支援機関の役割
であると言えます。経営指導のツールを活用して顧
問先の黒字化に貢献し、調査省略・申告是認の高品
質業務（書面添付）を目指し、社長には経営に専念
できるよう、金融機関からの信頼も厚くなるように
助言します。

融資条件面でもプラスの効果が期待され、キャッ
シュフローを常に把握し、5年後10年後の未来経営
につなげていき、顧問先を守り切るとの強い信念が
必要となります。会計を活かしてこそ、経営計画が
可能となり、経営計画の立案・指導は会計事務所の
指導者としての仕事であり、ビジネスドクターとし
ての基本業務です。医師でいうところの健康診断か
ら始まって、長寿を実現するための処方箋、健康管
理からその指導まで一貫して取り組むことが求めら
れます。

経営者と同様に会計人においても先見力、創造力、
実行力があるかどうかが問われる時代です。方向性
を示し、かつ先を見て導いていくことこそ経営者が
備えるべきリーダーシップです。会計人にとっても
その資質が非常に大切であると思います。地域経済、

日本経済、世界経済などに十分に目を配り、その中
でどうあるべきかという大局観に立つ必要があると
言えます。木を見て森を見て山を見るように、全体
を見る習慣を持つことが重要です。

物を見る力を磨くには、まず自分には見えていな
い物がある。わかっていない物があるということを
意識することから始まって、いろいろな物に触れて
いくことにより、一見関係がなさそうに散らばって
いる物事に関連性というものを見いだします。その
ことが物事の奥行きを見ることになり、物を見る力
を養うことにつながります。さらに知識や道具の引
出を増やしていくことにより、どの引き出しをいく
つ開けられるか、どのような組合せが使えるのかが
重要となり、最初は点でしか捕らえることができな
かった物事が線になり、線が面になり、最後には立
体となって自分の中に見えてくると言われています。
そうした大局観に立って顧問先を守り、リスクマネ
ジメントを確実に行い、未来会計によって中長期の
経営計画で事業経営の指導ができる会計人でなけれ
ばなりません。

職業会計人は、独立した公正な立場で、関与先企
業に法令に基づく適正な納税の実施を指導し、租税
正義の実現を図るという使命を果たさなければなり
ません。そのためには巡回監査の実施が不可欠です。
さらに書面添付を実施する際に、巡回監査の品質を
高めるため会計資料並びに会計記録の適法性、正確
性及び適時性を確保するため、会計事実の真実性、
実在性、網羅性を確かめ、親切に指導、教育を行う
ことが重要となります。

その目的を遂行するためには、法令に基づく正規
の会計帳簿の作成を支援できるFX2の導入が不可欠
です。また顧問先が厳正な指導、教育に従わないと
きには、断固として正しい方向へ助言するという「勇
気と決断」をしなければならないと思います。さら
に頭の中で理解できていても、実際に自信をもって
行動に移さなければ、意味がありません。顧問先を
守るという強い信念のもと、更に邁進したいと思い
ます。

コンパッソ税理士法人　青木　肇新人賞
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経営者なら誰でも成功
したい！心の底からそう
願い、成功するつもりで
事業を起こしたはずです。 
そのとき起業家は、成功
するためのビジネスモデ
ルを持ち商売に取り組ん
だでしょうか？　どんな
ビジネスにおいても、あ
る程度は独自のビジネス

モデルを想定し事業を創めたはずです。そして、開
業したあとは、世の中との需要供給の折り合いが巧
くマッチしたとき「成功した！」と実感の持てる結
果を得たのならば、好調なそのビジネスモデルを
抱えたまま波に乗りひたすら突き進むだけで良いで
しょう。

しかし、いざ事業を起こしてみると当初の想定と
違ったりなかなか思うようにいかず、成功とかけ離
れた結果になってしまった場合、初めに組み立てた
ビジネスモデルで結果を出せていない状況なら早急
に、根本となるビジネスモデルもしっかり見直して
いかなければなりません。これまで当たり前のよう
にやってきたことを変えていくというのは「勇気」
が必要ですし、どう変化していけば成功するのか、
新しいことへの「挑戦」と「決断」が求められます。
そのために様々な角度から検討しているつもりでい
ても振り返るだけでは視野が広がりにくかったり、
思わぬ盲点に気づかないまま見落としがあったりと、
内部の者だけで知恵を生み出そうとしてもなかなか
導き出しにくいことでしょう。

そういったとき信頼のおける外部からの客観的視
点が必要なのです。数字に強い、税務のことなら何
なりと相談を請け負う立場からのアドバイスは重要
です。そういった役割を担うのが現代の税理士です。
近年では、会社の税務以外にも経営に関して親身な
アドバイス・サポート的要素も大きく必要とされて
いるのです。経営者から「あの人に聞いてみよう！
何かアドバイスがもらえるだろう」。そのような期待
と信頼をもたせ、毎月監査で会えると相談できるか
ら先行きも安心だ！そういったスタンスが、成功す
る会計人のビジネスモデルでもあります。

商売のしくみは、あらゆる業界において世の中

に必要とされるものを提供し、消費者から喜ばれる
ことにより対価を得ています。そこで企業は利益を
上げ働き手の収入となり、国に税金を納めていきま
す。一見、単純なしくみではありますが成功への道
は、簡単なようで簡単ではないからこそ、多くの会
社が生まれては消えていきます。そこで、生き残る
ために大切なのは「基本的なことをきちんとこなす」
ことです。基本的なことをきちんと処する健全な経
営をしている会社は、社会的にも認められます。税
金は多く納めたら損なことと思われがちですが、た
くさん税金を納められる会社というのは優良企業と
認められたり、ヤマシイことがないことで国や地方
自治体等の助成金に堂々と応募することもできます。
実際は融資等も利用しやすくなり、日本を支える企
業として社会貢献になっている誇りや自信さえ持て
るようになります。税理士の役割は、そういった健
全な会社経営に導いていくことへ大きく力を発揮し
ます。昨今では、ビジネスモデルも経営者と共に考
え頼れる存在になっています。

そんな税理士事務所の総務として私は入社し、一ヶ
月が過ぎました。総務の業務は幅広く、今の段階で
は電話応対や書類チェック、製本の整理、お礼状の
作成等ですが、たとえお茶出しであろうと、仕事の
一つひとつに誇りを持って働いています。お客様へ
差し出すおしぼりの洗濯でさえ、来所してくださる
方への感謝を込めて快適に過ごせるよう、案件がス
ムーズに進むことを念頭に用意しています。

日本の健全な会社を支えていく税理士事務所の末
端で、どの作業をするときも「お客様が繁栄してい
くための手助けをする」という思いで働くことが、
私なりの総務としてのビジネスモデルであり、これ
が真のTKC会計人となるための「挑戦」でもありま
す。事務所の皆で一つの目標に向かっていくことは、
お客様、事務所、TKC、そして日本全体の繁栄にさ
え繫がると信じて已みません。

税理士法人新日本筒木　仲村　美幸新人賞

新人賞を受賞した仲村氏による論文発表
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秋期大学レセプション

秋期大学実行委員一同

チアリーディング
「応援パフォーマンス」の披露
  〜 流通経済大学チアリーディング部
　　　　　　　　　  　「GLITTERS」 〜

流通経済大学・応援パフォーマンス

乾杯抽選会　第1位

抽選会　第2位 抽選会　第3位
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支部名 事務所名 会員氏名

新

宿

支

部

ネットワーク渡辺税理士法人 渡 辺　 博
税理士法人新日本筒木 筒 木　 勝
税理士法人アクア 副 島　 正 雄
税理士法人 T’s会計 田 上　 雅 恒
梅本会計事務所 梅 本　 昇
山下明宏税理士事務所 山 下　 明 宏
増田会計事務所 増 田　 丞 治
岩田税理士事務所 岩 田　 護
田中会計事務所 田 中　 清 人
税理士法人尾藤会計事務所 尾 藤　 文 隆
税理士法人グランクスパートナーズ 大 石　 尚 彦
税理士法人アンビシャス 鈴 木　 信 二
M&H税理士法人 増 田　 慎
松坂会計事務所 松 坂　 和 夫
税理士法人 Arzt 伊 藤　 武 司
長田正俊税理士事務所 長 田　 正 俊
村松其三税理士事務所 村 松　 其 三
平澤会計事務所 平 澤　 一 郎
廣瀬勝税理士事務所 広 瀬　 勝
遠山会計事務所 遠 山　 秀 幸
藤田栄一税理士事務所 藤 田　 栄 一
税理士法人アンビシャス西新宿事務所 酒井　真理子
松原圭吾税理士事務所 松 原　 圭 吾
菊地正和税理士事務所 菊 地　 正 和
税理士法人いつわ会計事務所 浅野　眞佐男
渡辺完司税理士事務所 渡 辺　 完 司
土岐会計事務所 土 岐　 旦 造
樽澤岳一郎税理士事務所 樽沢　岳一郎
石川裕之税理士事務所 石 川　 裕 之
大屋賢一郎税理士事務所 大屋　賢一郎
石井大地税理士事務所 石 井　 大 地
木下竜哉税理士事務所 木 下　 竜 哉
小髙会計事務所 小 高　 祐 子
税理士法人アルタ東京会計事務所 斉 藤　 弘 明
斎藤会計事務所 斎 藤　 潤
税理士法人依田会計 依 田　 友 吉
山城税務会計事務所 山城　田鶴子
八木澤康史税務会計事務所 八木沢　康史
マエサワ税理士法人 前 沢　 永 寿

四

谷

支

部

税理士法人 A．Iブレイン 大 井　 敏 生
大野税務会計事務所 大 野　 順 子
都心綜合会計事務所 天 野　 清 一
緒方会計事務所 緒 方　 隆 幸
税理士法人宇野・御苑会計社 小塚　埜武寿
村田顕吉朗税理士事務所 村田　顕吉朗
井上税務会計事務所 井 上　 雅 登
村田宏彰公認会計士事務所 村 田　 宏 彰
田井会計事務所 田 井　 一 郎
高城会計事務所 高 城　 盛 重
税理士法人 YFPクレア 柳 田　 幸 紀
石川会計事務所 石 川　 博 行
税理士一由俊三事務所 一 由　 俊 三
八千代会計事務所 藤 井　 一 弘
三宅公認会計士事務所 三 宅　 勝 也
有限会社山田会計経営センタ－ 山 田　 義 一
野明会計事務所 野明　とし子
森木会計事務所 森 木　 隆 裕
TFS国際税理士法人 山 崎　 泰
税理士法人さくらホールディングス新宿事務所 伊 東　 貞
青木久知税理士事務所 青 木　 久 知
須崎理税理士事務所 須 崎　 理
八千代会計事務所第 2 藤 井　 統 一
税理士法人山岸会計 山 岸　 崇 裕
種生丈士税理士事務所 種 生　 丈 士
加藤公認会計士事務所 加 藤　 正 憲

渋
谷
目
黒
支
部

税理士法人 K&K	Japan 小 泉　 久 夫
コンパッソ税理士法人 内 川　 清 雄
コンパッソ税理士法人 白 井　 輝 次
松葉孝宏税理士事務所 松 葉　 孝 宏
新井会計事務所　 新 井　 省 三
駿河会計事務所 駿 河　 兼 吉
税理士法人アイ・タックス 森 脇　 仁 子
鶴税務会計事務所 鶴 　 勤
上田智雄税理士事務所 上 田　 智 雄
内山会計事務所 内 山　 一 良
税理士法人井出会計事務所 井 出　 行 俊
長谷川会計事務所 長谷川　孝子

支部名 事務所名 会員氏名

渋
谷
目
黒
支
部

佐藤将樹税理士事務所 佐 藤　 将 樹
税理士法人協立会計事務所 福 澤　 宏 哉
税理士法人オペラ会計事務所 小 林　 章 一
青木嘉範税理士事務所 青 木　 嘉 範
税理士法人森井会計 森 井　 雅 之
板倉会計事務所 板 倉　 巖
税理士法人安井パートナーズ 安 井　 信 一
税理士法人 KMCパートナーズ 木 村　 武
税理士法人フローリ 大 桑　 慶 子
丸山祥史税理士事務所 丸 山　 祥 史
山本会計事務所 山 本　 滋 雄
加瀬税務経営事務所 加 瀬　 浩 壱
税理士法人笹本税務会計社 笹 本　 秀 文
飯室真人税理士事務所 飯 室　 真 人
林秀樹税理士事務所 林　 秀 樹
小林重人税理士事務所 小 林　 重 人
ハーツ会計事務所 山田　誠一朗
鈴木会計事務所 鈴 木　 宏
脇坂誠也税理士事務所 脇 坂　 誠 也
パワーアライアンス税理士法人 若 杉　 治
税理士法人イデアコンサルティング 伊 東　 大 介
神津会計事務所 神 津　 繁 幸
税理士法人タックスウエイズ 後 藤　 勇 輝
三枝俊英税理士事務所 三 枝　 俊 英
高野会計事務所 高 野　 康 弘
岡正志税理士事務所 岡　 正 志
浅生博介税理士事務所 浅 生　 博 介
須江和彦税理士事務所 須 江　 和 彦
公認会計士渡部博事務所 渡 部　 博
田中桂司税理士事務所 田 中　 桂 司
荒野会計事務所 荒 野　 俊 一
鳥山会計事務所 鳥 山　 昌 秀
安居謙太郎税理士事務所 安居　謙太郎

中
野
杉
並
世
田
谷
支
部

田代祐一会計事務所 田 代　 祐 一
野間口会計事務所 野間口　嘉平
小出絹恵税理士事務所　 小 出　 絹 恵
税理士法人川井会計 川 井　 英 樹
戸塚会計事務所 戸 塚　 浩 司
藤本税務会計事務所 藤 本　 昌 久
税理士法人 B．S．パートナーシップ 佐久間　和夫
濱路義朗税理士事務所 濱 路　 義 朗
本間康弘税理士事務所 本 間　 康 弘
江種・藤田税務経営事務所 江 種　 康 人
太田会計事務所 太 田　 勝 久
加藤博資税理士事務所 加 藤　 博 資
はるた会計事務所 治 田　 千 州
小野寺誠税理士事務所 小 野 寺　 誠
五藤洋二税理士事務所 五 藤　 洋 二
税理士馬場義男事務所 馬 場　 義 男
鈴木会計事務所 鈴 木　 康 之
星野会計事務所 星野　実千江
保科会計事務所 保 科　 幹 雄
鈴木　会計事務所 鈴 木　 啓 修
三浦税理士事務所 三 浦　 格
税理士法人しんぼ会計 真 保　 裕 行
山田勝巳税理士事務所 山 田　 勝 巳
池田会計事務所 池 田　 和 史
森代会計事務所 森 代　 茂 男
橋本税務会計事務所 橋 本　 徳 行
山本　哲郎税理士事務所 山 本　 哲 郎
小林憲史税理士事務所 小 林　 憲 史
税理士事務所みうら会計 三 浦　 康 弘
西村＆パートナーズ総合会計事務所 西 村　 道 浩
石黒民夫税理士事務所 石 黒　 民 夫
小川会計事務所 小 川　 絹 代
笹岡茂税理士事務所 笹 岡　 茂
森超税理士事務所 森 　 超
古田会計事務所 古 田　 尚 彦
廣瀬総合経営会計事務所 廣 瀬　 一 俊
宇津木会計事務所 宇津木　一郎
瀧澤税務会計事務所 瀧 澤　 猛 人
笹岡奈穂美　税理士事務所 笹岡　奈穂美
花岡愛智税理士事務所 花 岡　 愛 智
幅今日子税理士事務所 幅　 今 日 子
石原恵子税理士事務所 石 原　 恵 子
山中朋文税理士事務所 山 中　 朋 文

《書面添付実践事務所一覧表（平成27年1月〜平成27年9月）》



認定支援機関（TKC会員事務所）の経営支援具体例

関与先に資金繰り需要・融資の希望があるかを確認する

利用できる融資制度があることを関与先に紹介する

関与先の資金繰りが厳しい

金融機関に金融支援を依頼
するか関与先に確認する
（原則、以後の融資は厳しく
なる事を伝える）

メインバンクと金融支援策
（元本猶予・DDS等）に
ついて協議し、金融支援を
受けるための経営計画の
策定に入る

日本政策金融公庫から
借りる場合

民間金融機関（保証協
会付き）で借りる場合

「中小企業経営力強化資金」 「経営力強化保証」

5年金利1.25又は1.50%
創業者はさらに金利▲0.2％等
連帯保証なし

信用保証料が概ね▲ 0.2%減免

7000プロジェクトで
「中期経営計画」の策定を支援

1件あたり最大300万円の会計事務所収益拡大に！

上記３つの制度はすべて「モニタリング」という
TKC会員事務所が得意とする業務が必ず付いています！！

モニタリングはまさに国が会計事務所に期待している経営改善支援業務です！
巡回監査 月次決算 業績検討会

負債対策が終わったあとは、負債リスクに対する
完全防衛（リスクマネジメント）指導を忘れずに実施しましょう！

TKC会員
事務所の得
意分野だね！巡回監査

有利な
制度の
提案

有利な
制度の
提案

認定支援
機関として
計画策定
支援

業績検討会
など
モニタリング

企業防衛
リスマネ

認定支援機関の支援が必要！ 認定支援機関の支援が必要！

黒字企業も
対象になり
ます！

認定支援機関の
支援が必要！

7000PJサポート／TKC東京都心会事務局　電話番号 03（3269）6061
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7000PJサポート／TKC東京都心会事務局　電話番号 03（3269）6061

都道府県 地　区 事務所名 会員名 電話番号

東京都 新宿区 税理士法人新日本筒木 筒木　　勝 5272-6900

東京都 新宿区 山下明宏税理士事務所 山下　明宏 5925-2205

東京都 新宿区 税理士法人アンビシャス 鈴木　信二 6233-8371

東京都 新宿区 税理士法人アルツト 伊藤　武司、増山　　充 3232-2911

東京都 新宿区 税理士法人 A．Iブレイン 大井　敏生、田中　順子 5227-7870

東京都 新宿区 税理士法人山岸会計 山岸　崇裕 6265-3058

東京都 新宿区 税理士法人 T′s会計 田上　雅恒 3205-4951

東京都 新宿区 増田会計事務所 増田　丞治 5155-8511

東京都 新宿区 税理士法人依田会計 依田　友吉 3361-4913

東京都 新宿区 税理士法人グンランクスパートナーズ 大石　尚彦 5272-2214

東京都 新宿区 税理士法人アクア 副島　正雄 3368-9643

東京都 新宿区 内田会計事務所 内田　　稔 3232-5611

東京都 新宿区 菊地正和税理士事務所 菊地　正和 6273-8801

東京都 新宿区 マエサワ税理士法人 前沢　永寿 3344-7321

東京都 新宿区 森木隆裕税理士事務所 森木　隆裕 5579-8453

東京都 新宿区 村田宏彰公認会計士事務所 村田　宏彰 5367-6101

東京都 新宿区 都心綜合会計事務所 天野　清一 3269-2687

東京都 新宿区 緒方隆幸税理士事務所 緒方　隆幸 3266-1468

東京都 渋谷区 税理士法人アイ・タックス 森脇　仁子 5410-7533

東京都 渋谷区 税理士法人 K＆K　Japan 小泉　久夫、香取　準一 3499-1663

東京都 渋谷区 税理士	新井省三事務所 新井　省三 3797-3880

東京都 渋谷区 板倉会計事務所 板倉　　巌 3498-0457

東京都 渋谷区 飯室税務会計事務所 飯室　真人 6300-0201

東京都 目黒区 鳥山会計事務所 鳥山　昌秀 5888-5495

東京都 中野区 税理士戸塚浩司事務所 戸塚　浩司 3382-5241

東京都 中野区 橋本徳行税理士事務所 橋本　徳行 5340-3767

東京都 中野区 太田勝久税理士事務所 太田　勝久 3337-1362

東京都 杉並区 廣瀬一俊税理士事務所 廣瀬　一俊 3399-0180

東京都 杉並区 市川利夫公認会計士税理士事務所 市川　利夫 3316-3230

東京都 世田谷区 税理士法人しんぼ会計 真保　裕行 6379-1451

東京都 世田谷区 小林憲史税理士事務所 小林　憲史 5429-8613

東京都 世田谷区 小出絹恵税理士事務所 小出　絹恵 5486-9586

《TKC東京都心会における経営改善事業に取り組んでいる認定支援機関会員一覧表》
平成27年10月26日現在
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平成27年9月8日（火）　於：ＴＫＣ全国会飯田橋スタジオ

日本政策金融公庫とＴＫＣ東京５会会長との情報交換会を開催しました！

日本政策金融公庫とは、長きにわたり連携を深めてきました。この度、双方の組織、重点施策、業務内容等近況
の情報交換を行い、より一層深い連携をしていくことを目的に開催いたしました。引き続き、支部および会員との
連携を深めていくことが確認されました。

12：00～ 12：10  挨拶 

  TKC全国会副会長　松本 憲二
 日本政策金融公庫国民生活事業本部
  融資企画部長　山本 義文
12：10～ 12：30  参加者の自己紹介
12：30～ 13：15  昼食会
13：15～ 13：55  日本政策金融公庫様 ご紹介
13：55～ 14：35  TKC会員事務所の業務についての
  ご紹介（城北東京会　榎本会長）
14：35～ 15：00  情報交換

ＴＫＣ全国会
松本 憲二 

副会長

日本政策金融公庫
国民生活事業本部

融資企画部長
山本 義文氏

国民生活事業本部 融資企画部長 山本　義文
東京地区統轄室 東京地区統轄 佐藤　義朗
東京地区統轄室 東京地区統轄室長 戸崎　泰史
東京地区統轄室 東京創業支援センター 新井　秀樹
東京中央支店 事業統轄 堀井　　武
新宿支店 事業統轄 金橋　　出
大森支店 事業統轄 河野　真司
池袋支店 事業統轄 井原　守茂
江東支店 事業統轄 中金　篤史
東京支店 事業統轄 井上　　純
千住支店 事業統轄 石井　敏雄
渋谷支店 事業統轄 梅本　佳宏
五反田支店 事業統轄 和田めぐみ
上野支店 事業統轄 渡邉　正博
板橋支店 事業統轄 成塚　健治
立川支店 事業統轄 石井　邦明
三鷹支店 事業統轄 仲保　吉正
八王子支店 事業統轄 若林　良行

日本政策金融公庫 （敬称略）

ＴＫＣ城北東京会
榎本 稔 会長

タイムテーブル　  司会：TKC 東京都心会　会長 山下 明宏

TKC東京5会
TKC全国会 副会長   松本　憲二（首都圏統括）
TKC東・東京会 副会長   大津留廣和（代）
TKC東京都心会 会長   山下　明宏
TKC東京中央会 会長   丸山　定夫
TKC城北東京会 会長   榎本　　稔
TKC西東京山梨会 会長   川西　京也

TKC全国会 中小企業支援委員会 　副委員長　鈴木　信二

株式会社TKC 首都圏統括センター長　古田　　健

TKC東・東京会 事務局長   福本　英幸
TKC東京都心会 事務局長   中島　　剛
TKC東京中央会 事務局長   宮川　隆嗣
TKC城北東京会 事務局長   山田　直人
TKC西東京山梨会 事務局長   松山　義之
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支部名 事務所名 会員氏名

新

宿

支

部

赤石進税理士事務所 赤 石　 進
税理士法人アクア 副島　正雄
税理士法人 Arzt 伊藤　武司
税理士法人アンビシャス 鈴木　信二
税理士法人いつわ会計事務所 浅野眞佐男
岩田税理士事務所 岩 田　 護
内田会計事務所 内 田　 稔
梅本会計事務所 梅 本　 昇
M＆H税理士法人 増 田　 慎
大屋賢一郎税理士事務所 大屋賢一郎
菊地正和税理士事務所 菊地　正和
税理士法人グランクスパートナーズ 大石　尚彦
クローバー税理士法人 吉田　耕一
小髙会計事務所 小髙　祐子
近藤東吉税理士事務所 近藤　東吉
税理士法人新日本筒木 筒 木　 勝
田中会計事務所 田中　清人
樽澤岳一郎税理士事務所 樽沢岳一郎
税理士法人 T’s会計 田上　雅恒
遠山会計事務所 遠山　秀幸
ネットワーク渡辺税理士法人 渡 辺　 博
廣瀬勝税理士事務所 廣 瀬　 勝
税理士法人尾藤会計事務所 尾藤　文隆
平澤会計事務所 平澤　一郎
藤田栄一税理士事務所 藤田　栄一
本間・佐藤会計事務所 佐藤　元芳
マエサワ税理士法人 前沢　永寿
増田会計事務所 増田　丞治
松坂会計事務所 松坂　和夫
松原圭吾税理士事務所 松原　圭吾
村松其三税理士事務所 村松　其三
山下明宏税理士事務所 山下　明宏
税理士法人依田会計 依田　友吉
渡辺完司税理士事務所 渡辺　完司

四

谷

支

部

青木久知税理士事務所 青木　久知
石川会計事務所 石川　博行
井上税務会計事務所 井上　雅登
税理士法人宇野・御苑会計社 小塚埜武寿
税理士法人 A.Iブレイン 大井　敏生
税理士法人 A.Iブレイン 田中　順子
OAG税理士法人 太田　孝昭
緒方会計事務所 緒方　隆幸
加藤公認会計士事務所 加藤　正憲
田井会計事務所 田井　一郎
高城会計事務所 高城　盛重
種生丈士税理士事務所 種生　丈士
TFS国際税理士法人 山 崎　 泰
都心綜合会計事務所 天野　清一
利根澤功一税理士事務所 利根澤功一
野明会計事務所 野明　とし子
藤田正男公認会計士・税理士事務所 藤田　正男
村田顕吉朗税理士事務所 村田顕吉朗
森木会計事務所 森木　隆裕
山浦佑太税理士事務所 山浦　佑太
税理士法人山岸会計 山岸　崇裕
有限会社山田会計経営センタ－ 山田　義一
税理士法人 YFPクレア 吉羽　恵介
税理士法人 YFPクレア 柳田　幸紀

支部名 事務所名 会員氏名

渋
谷
目
黒
支
部

税理士法人アイ・タックス 森脇　仁子
公認会計士浅野浩事務所 浅 野　 浩
浅生博介税理士事務所 浅生　博介
飯室真人税理士事務所 飯室　真人
板倉会計事務所 板 倉　 巖
上田智雄税理士事務所 上田　智雄
税理士法人井出会計事務所 井出　行俊
宇佐見浩一公認会計士・税理士事務所 宇佐見浩一
岡正志税理士事務所 岡　 正 志
税理士法人オペラ会計事務所 小林　章一
加瀬税務経営事務所 加瀬　浩壱
税理士法人協立会計事務所 福澤　宏哉
税理士法人 K＆K	Japan 小泉　久夫
神津会計事務所 神津　繁幸
コンパッソ税理士法人 白井　輝次
コンパッソ税理士法人 内川　清雄
税理士法人笹本税務会計社 笹本　秀文
須江和彦税理士事務所 須江　和彦
鳥山会計事務所 鳥山　昌秀
永井淳税理士事務所 永 井　 淳
ハーツ会計事務所 山田誠一朗
半沢明美税理士事務所 半沢　明美
税理士法人フローリ 大桑　慶子
望月高志税理士事務所 望月　高志
税理士法人森井会計 森井　雅之
税理士法人安井パートナーズ 安井　信一
山本会計事務所 山本　滋雄
脇坂誠也税理士事務所 脇坂　誠也

中
野
杉
並
世
田
谷
支
部

石黒民夫税理士事務所 石黒　民夫
石原恵子税理士事務所 石原　恵子
伊東公認会計士事務所 伊東　賢治
江種・藤田税務経営事務所 江種　康人
大越秀子税理士事務所 大越　秀子
太田重則税理士事務所 太田依宇子
太田会計事務所 太田　勝久
小川会計事務所 小川　絹代
加藤博資税理士事務所 加藤　博資
税理士法人川井会計 川井　英樹
川岸会計事務所 川 岸　 清
小出絹恵税理士事務所 小出　絹恵
小林憲史税理士事務所 小林　憲史
笹岡茂税理士事務所 笹 岡　 茂
税理士下田大輔事務所 下田　大輔
税理士法人しんぼ会計 真保　裕行
田代祐一会計事務所 田代　祐一
對馬昭次税理士事務所 對馬　昭次
濱路義朗税理士事務所 濱路　義朗
戸塚会計事務所 戸塚　浩司
野間口会計事務所 野間口嘉平
橋本税務会計事務所 橋本　徳行
幅今日子税理士事務所 幅　今日子
税理士馬場義男事務所 馬場　義男
はるた会計事務所 治田　千州
税理士法人 B.S. パートナーシップ 佐久間和夫
藤本税務会計事務所 藤本　昌久
星野会計事務所 星野実千江
本間康弘税理士事務所 本間　康弘
松原会計事務所 松原　克美
税理士事務所みうら会計 三浦　康弘
三原税務会計事務所 三原紀久惠
山田勝巳税理士事務所 山田　勝巳
山中朋文税理士事務所 山中　朋文

※TKC全国会では、会員に毎年54時間以上の研修受講を課しています。税理士
として租税正義の実現に向け、巡回監査の実施、税理士法第33条の2による書
面添付の実践、関与先を黒字化に導く経営助言業務を展開するにあたり最低限
の研修としています。
当会では117会計事務所（前年比+10％）が54時間をクリアしています。なお、
巡回監査を担当する事務所職員は、「職員研修」を受講しています。

TKC全国会認定　生涯研修54時間受講済事務所一覧表（TKC東京都心会）
前号で掲載した「TKC全国会認定生涯研修54時間受講済事務所一覧表」に漏れがありました。お詫びしここに再掲載させていただきます。（TKC東京都心会事務局）

2014年7月1日〜2015年6月30日



マイナンバー
対応できていますか？

社会保障・税番号制度

PXまいポータルで、マイナンバーを安全・安心に管理できます。

すべての事業者に関係のある重要なお話しです

貴社のマイナンバー対応は、
PXまいポータルにお任せください。

マイナンバーの安全な管理のために、事業者向けガイドラインに準拠したシステム対応が求められています！

事業者は、役社員等（パート・アルバイトを含む）や
その扶養家族のマイナンバーを収集し、源泉徴収票
などの書類に記載して税務署や市区町村に提出する
必要があります。
事業者は、役社員等のマイナンバーを法律や事業者
向けガイドラインに沿って、適切に管理しなくてはなり
ません。

個人情報の漏えいなどの懸念に対して、マイナンバー
の利用範囲を限定し、利用目的以外での利用を禁止
するなど保護措置が設けられています。
マイナンバーの安全な管理については、特定個人情
報保護委員会から事業者向けガイドラインが示され
ています。
（例）アクセス制御、アクセス者の識別と認証、外部からの不正アクセス
の防止など

事業者は、役社員等のマイナンバーを適切に管理し
ていないと罰せられることもあります。
（例）不当にマイナンバーを提供した場合、4年以下の懲役または200
万円以下の罰金または併科

平成27年10月～

マイナンバーの
通知開始

すべての事業者が対象！ マイナンバーは管理がポイント！

平成28年１月～

マイナンバーの
利用開始

社会保障・税番号制度は、
行政を効率化し、国民の利便性を高め、
公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
国民一人ひとりにマイナンバーが
通知されます。

収　集 利　用

番号管理

保　管 廃　棄

詳細は裏面をご確認ください


