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平成28年度を迎えるにあたって
新緑が目にまぶしい季節と
なりました。若葉の香りを乗
せたさわやかな風が、身心を
リフレッシュしてくれます。
皆さまにおかれましては、健
やかにご活躍のこととお慶び
申し上げます。

さてご案内のとおり、西暦2021年TKC全国会は創
設50周年を迎えます。その年にあるべきTKC全国会
の姿が示されたのが、平成25年でした。8年間のロー
ドマップが発表され、3つの活動ステージが提案され
ました。本年は、その第1ステージの最終年にあた
ります。
早いもので、平成28年も半ばに差し掛かりました。
活動を後押しするかのように、マイナンバー制度が
施行された年明け、株式会社TKCは、「PXまいポー
タル」を市場に投入し、関与先支援を後押ししてく
れましたが、6月からはいよいよ「FinTechサービス」
の提供が開始されます。ITの進化による業務周りの
変化は、ますます加速され、留まるところを知りま
せん。水の流れの速さをしっかりと見定め、溺れる
ことなく足元を固め、あるいは臨機応変に対応して
いく力を備えることが、いま、関与先企業にも、会
計事務所にも同様に求められています。しかし会計
事務所が真っ先にその認識に立ち、行動を起こさな
ければ、関与先企業を感化させ、導くことはできま
せん。そこで本年は、恒例の『年度重要テーマ研修』
を前倒しで開催することとなりました。すでに4月
と6月に2度開催され、多くの会員、職員さんに、時
代認識と危機感を共有していただき、方向性を確か
め、心を合わせていただいております。ご参加いた
だきました皆さま、本当にありがとうございました。
第1ステージの活動テーマは「事務所総合力の強
化」です。事務所の基礎体力を見直し、新たに業務
環境を整える期間です。すなわち最新のTKCシステ
ムを使いこなす事務所に変身するぞ！と、励むとき
なのです。今こそ巡回監査を見直すときです。時代
に合った巡回監査とは何かを考える、考え抜く。そ

のうえで時代を先取りする巡回監査体制の構築を目
指す。その入り口はFX2による自計化です。つまり
成功条件の第一は、FX2による自計化推進をお家芸
にする事務所となることなのです。「事務所総合力の
強化」といっても事務所内部の強化だけを唱えてい
るわけではないのです。事務所が強くなるというこ
とは、すなわち自計化が強くなるということなので
す。この実践のなかに、関与先拡大と事務所の高付
加価値経営の秘密が隠されています。
こうした背景の中、ありがたいことに、お客さま
との接点を、いつも以上にいただける活動が展開さ
れています。先に挙げました「PXまいポータル」の
導入、小規模企業共済50周年記念事業の推進（5月
末まで）、企業防衛加入関与先企業数17万社の早期達
成（7月末まで）。そして、毎年の資産活用委員会の
春の指導強化期間（5月末まで）に、企業防衛初夏
の指導強化期間（7月末まで）です。
また7月からは新年度に入ります。年度初めの研修
は、「研修所開講式」です。『TKC会計人の行動基準
書（第4版）』の改定を責任者として執り行った古閑宏
TKC全国会総務委員長と、全国の信用金庫をたくま
しくリードする西武信用金庫の落合寛司理事長をお
迎えします。いかに時代が変化しようともビクとも
しないTKC理念を学び、そして変化の先頭に立ち、
金融の側面から中小企業を積極的に支援しておられ
る西武信用金庫の実像に触れていただければと存じ
ます。ご承知のとおり、西武信用金庫は、TKC東京
都心会とも、株式会社TKCとも業務提携を結んでお
られます。静と動を組み合わせた激しく奥深い研修
となります。せっかくの機会ですので、今回は、会
場を明治記念館に移し、また懇親会も開催すること
といたしました。多くの皆様のお越しを心よりお待
ちしております。
末筆になりますが、執行部一同は、これまでも、
そしてこれからも、会員事務所のご発展と、関与先
企業様の限りないご繁栄を祈りつつ、皆さまのため
の活動を企画し、展開してまいります。ますますの
ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い申し上げます。

巻頭言 TKC東京都心会会長　山下　明宏
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日本税理士会連合会（以下、
日税連）では、税理士法改正
において、研修義務化が見送
られたものの、その改正主旨
である「国民・納税者の税理
士及び税理士制度に対する信
頼性を確保する」との観点か
ら、「努力義務」とされてい

た研修受講について、「義務」へと変更すべく平成26
年10月に会則を変更しました。これを受け、各税理
士会も会則及び研修諸規則を変更し、この平成28年
4月より年間36時間以上の研修受講が義務化されま
た。（表1参照）
TKC全国会では、「自分たちの職域を失ったり、
運命を閉ざさないために強く研修会への参加を要請
されている」と創設者初代会長飯塚毅先生は研修参
加の必要性を訴えており、すでに年間最低でも54時間
の生涯研修受講を推進して、現在に至っております。
今回は、「税理士会研修36時間義務化」の内容や
TKC全国会における対応などについてご説明いた
します。
＜研修受講義務化に関する会則変更内容＞
今回の研修受講義務化に関する会則変更の主な内
容は以下のとおりです。
（1）36時間以上の研修の受講義務
①	一事業年度（4月1日から翌3月31日）に、36時間以
上の研修を受講しなければなりません。（中途入
会などは按分計算になります）

②	研修開催団体に、税理士会・日税連・支部・関連
団体以外にも、認定団体が追加されました。なお、
税理士会会務に参加した場合の「みなし学術研究
的会務」としての受講時間算入は無くなります。

③	研修の開催（主催・後援・共催を含む）方法は、「各
税理士会や支部の開催」「税理士会の事前認定を
受けた『認定研修』「事後申請により税理士会が
認めた『その他研修』」になります。

④	18時間の受講算入制限があった「マルチメディア
研修」の制限が撤廃されました。これにより、マ
ルチメディア研修だけでの36時間受講が可能とな
ります。

（2）受講義務の免除要件
次のような事由により研修受講が困難な場合には、

申請により義務が免除されます。
①	負傷または疾病により療養している場合
②	震災、風水害、火災などの災害にあった場合
③	税理士法43条後段の公職に就いている場合
④	国会議員又は地方公共団体の議会議員に就いてい
る場合

⑤	出産、育児、介護などによる場合
（3）研修の科目
税理士法その他職業倫理に関するものが追加され、
以下の科目が対象科目です。
①	税理士法その他職業倫理に関するもの
②	租税法及び会計に関するもの
③	公益的業務に関するもの
④	情報処理に関するもの
⑤	法律、経済、経済その他税理士の業務の改善進歩
及び資質の向上に役立つと認められるもの

（4）受講義務の履行等に関する情報の公表
税理士会は、所属会員の「受講時間その他の研
修受講義務の履行等に関する情報」を公表するこ
ととしており、連合会のホームページ（税理士情
報検索サイト）に掲載されます。
最初に公表されるのは、平成30年度（平成30年
4月1日から平成31年3月31日）の事業年度の研修
受講義務の履行等に関する情報で、平成31年10月
1日に行う予定です。（表2：研修受講義務化の今
後のスケジュールを参照）

＜TKC全国会（中央研修所）の取組み＞
TKC全国会（中央研修所）では、会員全員が「税
理士会研修36時間義務化」に対し、積極的に取組み、
36時間を達成するよう生涯研修制度における対応方
針を決定しました。
「TKC全国会認定・生涯研修受講済事務所」の認
定要件である履修時間（54時間）は堅持しますが、
TKC以外の外部機関が行う研修は、36時間まで生涯
研修時間に算入できるものとしました。（これまでは
24時間までが算入限度でした）
これらの取扱いは平成28年7月1日以降に開始する
事業年度（TKCでの事業年度は7月1日から翌6月
30日です）より適用されます。
TKC東京都心研修所では、毎年「東京5会合同の
税理士会認定研修」を10回（1回3時間）開催してお
ります。

税理士会研修 36 時間受講義務化にあたって

研修所 TKC東京都心研修所　所長　濱路　義朗
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表1：税理士会研修36時間受講義務化への経緯
昭和39年 税理士法改正案に税理士の研修制度が新設
昭和55年 「税理士会の会員の研修に関する規定」が日税連会則の絶対的記載事項とする税理士法改正

日税連で研修義務化を検討
平成13年 「研修の受講努力義務規定」追加の税理士法改正（税理士法39条の2）

日税連で36時間研修受講努力義務の会則見直し
平成26年 「研修受講義務」の税理士法改正は見送り

税理士法改正の伴う会則変更において、内部規範の見直しとして研修受講義務化を行う
平成27年 日税連会則変更を受け、各税理士会も会則及び研修諸規則を変更
平成28年	4月 36時間以上の研修受講義務化スタート

表2：研修受講義務化の今後のスケジュール（日税連「研修所規則Q＆A」より）

表3：税理士会研修とTKC研修
税理士会36時間研修 TKC54時間生涯研修

○ 税理士会等開催研修（会場型） 申請（※1）により36時間まで算入 △
○ マルチメディア研修 申請（※1）により36時間まで算入 △
○ TKC開催税理士会認定研修 ○
○ TKC以外開催税理士会認定研修 申請（※1）により36時間まで算入 △

△
申請（※2）により18時間まで算入 税理士会指定科目の研修

（租税判例研究会・資産税等研究会・支部例会
などを含みます）

○

× TKC理念・システム・企業防衛など指定科目
外研修 ○

× オンデマンド研修 ○
※1 	TKC54時間生涯研修への申請は、ProFITより各自が行います。
※2 	税理士会への申請は、TKC研修所において主催代表者名で行います。

→
→

→
←

今後は、事後申請の「その他研修」も極力申請を
行い、会員の皆様が公表から漏れることの無いよう
サポートしていきます。そのためには、多くの会員
に研修に参加していただく必要があります。
税理士は国家と社会から、尊敬され信頼されるこ
とを行動で示す責任があり、そのような公共性の高
い評価をかち取る対価として研修受講の義務化は不
可欠であります。

研修方法や開催先も多岐にわたり、選択に迷われ
るかもしれませんが、比較表（表3）をご参照の上、
「税理士会義務研修36時間」「TKC生涯研修54時間」
の受講を共に達成できるようにいたしましょう。
最後に、研修に積極的に参加して成長することが、
関与先の存続・発展に寄与し、税理士の社会的使命
の実践となるものと信じてここに祈念いたします。

4月1日〜
翌年の
3月31日

翌年の
4月1日〜
5月31日

翌年の
4月1日〜
6月30日

翌年の
4月1日〜
8月31日

翌年の
10月1日
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議事次第
10：00 TKC会計人の基本理念 25項目　9

 開会挨拶　山下明宏会長

 議事録署名人
　 　（田中順子会員）（梅本昇会員）

議　　題
10：08〜 11：25　《報告及び要請事項等》

 1. 平成 28 年政策発表及び賀詞交歓会開催報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・山下明宏会長
   　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・大井敏生総務委員長

 2. 7000 プロジェクト実績報告及び今後の活動に関する件（報告事項）
   （経営改善事業推進特別委員会） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・鈴木信二委員長
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　太田勝久副会長、山岸崇裕部会長

 3. 『会報誌 No.200 号』完成報告及び No.201 号編集に関する件（報告事項）
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・笹岡茂広報部会長

 4. 年度重要テーマ研修等に関する件（報告事項） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・濱路義朗研修所長
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・谷俊行センター長

 5. FX2 推進特別委員会、会員導入特別委員会活動報告（重要事項限定）
     各委員長、各部会長

 6. 平成 28 年度主要行事日程等に関する件（報告事項） ・・・・・・・・・・中島剛事務局長

 7. 平成 28 年度研修計画に関する件（報告事項） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・濱路義朗研修所長

 8. 平成 28 年秋期大学開催企画に関する件（報告事項） ・・・・・・・・・・田中順子実行委員長

 9. 平成 27 年度支部交付金に関する件（報告事項） ・・・・・・・・・・・・・・・・大井敏生総務委員長

 10. 平成 28 年度支部及び委員会事業計画及び予算立案に関する件（報告事項）
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大井敏生総務委員長

 11. 予備費申請に関する件（審議事項） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・井出行俊経理部会長

司会：大井敏生副会長兼　総務委員長

理事会

第205回 TKC東京都心会理事会を開催しました！
■平成28年4月19日（火）　10：00〜11：30　於：新宿ファーストウェスト

山下明宏会長

鈴木信二
中小企業支援委員長

太田勝久
副会長

笹岡　茂
広報部会長

濱路義朗
研修所長

村田顕吉朗
FX2推進特別委員会第１部会長

山岸崇裕
FX2推進特別委員会第３部会長

大井敏生
会員導入特別委員長

田中順子
秋期大学実行委員長

大井敏生
総務委員長

井出行俊
経理部会長

議長：大石尚彦副会長
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 12. ProFIT－当会掲示板－リニューアル完成報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・中島剛事務局長

 13. 当会独自版 HP のリニューアルに関する件（報告事項） ・・・・・・・中島剛事務局長

 14. 支部会及び委員会活動報告（重要事項限定）

 15. 本日のスケジュールに関する件（確認事項） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・中島剛事務局長
 16. その他
 17. 書面報告

   （1）当会「HP、Blog」アクセス状況等に関する件 ・・・・ 総務委員会、事務局

   （2）「極め」推進状況に関する件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 中小企業支援委員会

   （3）理事会メンバー：小規模企業共済実績に関する件  共済制度等推進委員会

   （4）入退会及び休会状況に関する件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 事務局

   （5）前回第 204回理事会（2/2）以降に発行した「かわら版」に関する件  事務局

   （6）4月、5月、6月の主な行事予定に関する件 ・・・・・・・ 事務局

 18. TKC 報告 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・谷俊行センター長

11：30 　閉　　会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・太田勝久副会長

平成 28年 6月21日（火）10：00〜11：30
 於：渋谷 FORUM8

次回
第206回理事会

梅本　昇
新宿支部長

田中順子
四谷支部長

森脇仁子
渋谷目黒支部長

橋本徳行
中野杉並世田谷支部長

森木隆裕
システム委員長

鳥山昌秀
NMS委員長

山中朋文
NMS委員会フォロー部会長

緒方隆幸
政経研幹事長

種生丈士
共済制度等推進委員長

小林憲史
積水部会長

重田正人
書面添付推進委員長

濱路義朗
研修所長

大石尚彦
企業防衛制度委員会担当副会長

増山　充
リスクマネジメント制度推進委員長

小林章一
巡回監査・事務所経営委員長

谷俊行
センター長

提携企業、TKC関連企業
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FinTech
消費税複数税率 平成28年  年度重要テーマ研修

〜マイナンバー・複数税率・クラウド会計・FinTech〜
「これらの変化に対応し、危機を突破する事務所経営戦略とは」を開催しました

Ⅰ . 本研修の目的について
Ⅱ . 第 1 部講演　自計化による顧客サービスの強化
	 	 　　講師：角掛博人氏（TKC東京中央会）　
Ⅲ . 第 2 部講演　	演事務所総合力の強化による月次サービスの向上
	 	 　　講師：原田伸宏氏（TKC関東信越会）　
Ⅳ . 第 3 部講演
	 	（1）マイナンバーと複数税率でTKCシステムはこう変わる
	 	（2）TKC東京都心会FX2推進特別委員会からの報告
	 	（3）FinTechの最新事情と㈱TKCの取り組み

年度重要テーマ研修

■平成28年4月19日（火） 　於：新宿ファーストウェスト
参加者：130名

次回 	 6月21日（火）13：00〜17：30　　会場：渋谷FORUM8
	 第一部講師：米田和弘氏（関東信越会）
	 第二部講師：押田吉真氏（神奈川会）
	 お申込みはお早めに！！

※他の日程（他の地域会会場）をご希望の方は、SCGサービスセンターまで、
お問い合わせください。

TKC首都圏西SCGサービスセンター　TEL：03-3267-2951

角掛博人氏
（TKC東京中央会）

山下明宏
TKC東京都心会会長

原田伸宏氏
（TKC関東信越会）

森木隆裕
システム委員長

【外部環境の変化】
・	クラウド会計システム、FinTechの機能活用に伴い、仕訳入力業務の自動化、省力化が進んでいる。
・	短縮化に伴い自計化は当たり前になりつつある。
・	e21まいスター無償キャンペーン、FinTechサービスにより関与先全件、自計化への障壁はなくなった。
【なぜTKCシステムによる自計化なのか】
・	FX2と継続MASの活用で、会計業務をサービスの主軸にできる。
・	継続MAS等のツールを用い、アドバイザリー業務（付加価値提供）にシフト。他の会計事務所との差別
化が実現できる。

大石尚彦
特別委員長

東京都心会FX2推進特別委員会

【業界の動向とTKCシステムの対応】
・	税理士報酬の低価格化と年1回決算の関与先増加により、月次の巡回監査を実施する関与先が減少して
いくことが考えられる。

・	FinTechサービスの登場により、記帳代行が劇的に減少することに期待。
・	税理士専門官による税理士法に基づく実態調査にもOMSで万全対応！
【原田伸宏氏流経営助言】
　1.	読み上げる「売上が去年より〜上がりましたね」
　2.	問いかける「なぜ上がったのでしょうかね」
　3.	首を縦に振る→社長自身が考え、語れるようになることが重要！

★	体験に基づく講義であったためわかりやすく明日

からの実務に活かしていきたいと思います。

★	事務所の方向性が明確になりました。

★	大変勉強になりました。次回（6月）も参加します！

★	FinTechサービスの導入を進めます。

参加者の声

第1部

第2部

第3部

タイムテーブル

村田顕吉朗
第1部会長

増山充
第2部会長

山岸崇裕
第3部会長
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7

9 10 118

企業防衛特別研修会 　13：30〜 17：30

企業防衛制度

平成28年4月14日（木）　於：明治記念館　参加：総勢274名

平成28年 企業防衛特別研修会を開催しました！

1  オープニング DVD・「企業防衛行動指針」唱和
2  来賓・主催者紹介
3  開会挨拶　山下明宏会長
4  来賓挨拶　工藤稔大同生命代表取締役社長
5  平成 28年度全国会活動方針
 立田博久 TKC全国会副推進委員長
6  平成 28年度東京都心会活動方針　山本雄一推進委員長
7  だるまに片目を入れる　山下明宏会長
8  KBD（企業防衛データベース）の活用
 森脇仁子マスターズ会代表幹事
9  コンプライアンス・CS（関与先満足度向上）への取組み
 三浦泰新宿支部推進委員長
10 TKC報告
 佐々木学株式会社 TKC執行役員首都圏統括センター長
11 大同生命報告
 榎本真一大同生命株式会社 TKC事業部長
12 特別講演
 『大切なご家族・社員さんを守り続ける関与先の完全防衛
  〜真の企業防衛は会計事務所しかできない〜』
 大江孝明氏（TKC全国会副委員長・TKC近畿京滋会推進委員長）
13 閉会挨拶　大石尚彦担当副会長

21 2

6

12

12 12 13

司会
尾藤清隆推進副委員長

4 5

7

3
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企業防衛特別研修会決起大会
18：00〜 20：00

1  挨拶　山下明宏会長
2  乾杯　森脇仁子東京都心会マスターズ会代表幹事
3  表彰
 （1） 「完全防衛推進事務所」
 （2） 年間新契約表彰（上位 20名）
 （3） 監査担当者年間表彰（上位 30名）
 （4） 付保率 50％超達成事務所表彰
 （5） マスターズ会員事務所表彰
 （6） 「連続推進事務所」
 （7） 新規生保登録会員保険指導表彰
◦ 大同生命挨拶
 帯野高司大同生命保険株式会社　執行役員首都圏地区営業本部長
◦ 大同生命メンバー紹介
 近岡直基大同生命保険株式会社　東京西TKC企業保険支社長
◦ 企業防衛応援 DVD上映
4  御礼挨拶　山本雄一推進委員長
5  中締　筒木勝顧問

1

4

3 3 3 3

2

5

司会
佐久間淳推進副委員長
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新入職員宿泊特別研修

■平成28年4月7日（木）〜9日（土）　於：大原富士宮ビガークラブ

TKC会員事務所に入所し概ね3年未満の職員に対し、会
員事務所の業務内容はもとよりTKC理念、TKC会計人とし
ての心構え、さらにマナー等を習得することを目的として
TKC東京4地域会合同で開催され、75名（うち、当会29名）
の参加がありました。

平成28年 新入職員宿泊特別研修を開催しました

【研修概要】
月日 時　間 研修内容

12：45〜13：15
13：15〜18：00

19：15〜21：15

開所式・オリエンテーション
研修《TKC会計事務所職員の業務》
　　講師：山下明宏会長（東京都心会）　
研修《班別ミーティング1》

6：50〜 7：10
8：30〜10：30

10：45〜12：45

13：50〜16：00
16：30〜18：15
19：00〜21：00

ラジオ体操
研修《TKC会計人と自利利他》
　　講師：髙橋宗寛和尚（TKC全国会中央研修所顧問）
研修《TKC会計事務所職員のためのマナー》
　　講師：西村隆氏（コミュニケーション･スキル研究所）
《レクリエーション》
研修《班別ミーティング2（まとめ）》
研修《班別ミーティング3（発　表）》

6：50〜 7：10
8：30〜10：30

10：40〜11：30
12：15〜14：30

ラジオ体操
研修《誇りある職業会計人として生きていくために》
　　講師：赤岩茂氏（関東信越会）
感想文・アンケート作成
決意表明・修了証授与式・閉所式

 

4
月
7
日 

木 

4
月
8
日 

金 

4
月
9
日 

土

〈新入職員宿泊特別研修の様子〉

朝のラジオ体操 討議結果発表 レクリエーション

東京都心会参加者・スタッフ一同

室井力運営委員長
（TKC東京中央会）

山下明宏
TKC東京都心会会長

髙橋宗寛和尚
（TKC全国会中央研修所顧問）

西村隆氏
（コミュニケーション･スキル研究所）

赤岩茂氏
（TKC関東信越会）
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創業計画書のプレゼンテーションの様子（第4回）

創業塾

創業を考えている方のための「創業塾」を開催しました
■主催：TKC東京5会 中小企業支援委員会

身近な相談相手として、講師の税理士（認定支援
機関）との個別相談を毎回実施し、事業計画書の
作成まで講師がマンツーマンで支援しました。

創業の基礎知識（第1回）

講師：長谷川学会員
（ＴＫＣ城北東京会）

融資制度･創業補助金（第４回）

日本政策金融公庫
東京創業支援センター
所長：小池俊太郎氏

東京開業ワンストップセンター
ミニ相談会のご案内

東京都政策企画局調整部渉外課
宮田華枝氏

TKC東京中央会
中小企業支援委員長
山波学也会員

●セミナーの内容
1．「創業したい」という思いを具体化するための手法を、
担当講師とのマンツーマンで学習していただきました。

2．いざ創業する際、困らないために知っておくべき知識
（各種手続き、売上・仕入れ、資金繰り、税務などの実
務）について、専門家から丁寧に説明しました。

3．金融機関（日本政策金融公庫）との付き合い方や、国の
創業補助金などを上手に活用する方法を学びました。

〜あなたのやりたいことを夢で終わらせないために〜

■創業塾全4回シリーズ
　会場：TKC東京本社2階研修室
　　　　（新宿区揚場町2－1	軽子坂MNビル2F）

第1回  4月 5 日（火）	19：00〜20：45
	 創業をしてみたいと願っている人のための
 チェックポイント

第2回  4月13日（水） 19：00〜20：45
	 創業後の売上と資金収支をしっかり把握しよう

第3回  4月20日（水） 19：00〜20：45
	 事業計画を仕上げよう

第4回  4月26日（火）	19：00〜20：45
	 金融機関や国の制度を上手に活用しよう
	 「創業時の資金調達ここがポイント！
	 　　	　　ビジネスプラン作成のイロハ」

	 講師：日本政策金融公庫　東京創業支援センター
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TKC全国会では、日本政策金融公庫（国民生活事業）全国152支店（46都道府県）を対象としたTKC会員事務所
見学会を企画・開催しております。この度、日本政策金融公庫新宿支店（国民生活事業）および渋谷支店（国民生活
事業）向けに事務所見学会を開催いたしました。

当事務所の巡回監査の実務について

税理士法⼈アンビシャス　所⻑　鈴⽊信⼆

質疑応答

日本政策金融公庫向け事務所見学会

日本政策金融公庫国民生活事業 新宿支店 向け
事務所見学会を開催しました

開催日時：平成28年2月15日（月）15：00〜17：40

開催場所：税理士法人アンビシャス

参　加　者：日本公庫新宿支店8名、TKC会員・職員6名、（株）TKC4名
　　　　　総勢18名

内　　容：1. 本日の開催主旨・目的 ・・・・・・・・・・・・東京都心会副会長　大石尚彦
　　　　　2. 開会ご挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本政策金融公庫事業統括　金橋出氏
　　　　　3. 当事務所の概要と特長 ・・・・・・・・・・・見学事務所所長　鈴木信二
　　　　　4. 税理士とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・見学事務所所長　鈴木信二
　　　　　5. 巡回監査の実務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・見学事務所監査担当　笠原浩二
　　　　　 　　　　　　　 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・見学事務所監査担当　倉澤芳弥
　　　　　6. OMSを活用した所内管理 ・・・・・・・見学事務所所長　鈴木信二
　　　　　7. 質疑応答
　　　　　8. 閉会挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京都心会会長　山下明宏
　　　　　9. 事務所見学会

司会
吉田一之
経営改善委員

日本政策金融公庫
事業統括支店長
金橋出氏

税理士法人アンビシャス
笠原浩二

税理士法人アンビシャス
倉澤芳弥

税理士法人アンビシャス所長
鈴木信二



FOURNINE NO.201  1312  FOURNINE NO.201

・TKC会計事務所はしっかりとした決算書というイメージがありま
したが、継続MASによる経営改善支援の実際を見せていただき、
的確なアドバイスが可能となる理由がよく理解できました。

・細かな記帳指導を始め、日頃の経営管理の徹底ぶりがわかりました。

・企業経理担当者が入力し、税理士事務所が巡回監査をするという
考え方はすばらしい。会社が成長・発展するための条件ではない
かと思います。

日本公庫参加者の声

日本政策金融公庫向け事務所見学会

日本政策金融公庫国民生活事業渋谷支店 向け
事務所見学会を開催しました

開催日時：平成28年2月15日（月）15：00〜17：40

開催場所：税理士法人アイ・タックス

参　加　者：日本公庫渋谷支店5名、TKC会員・職員5名、（株）TKC4名
　　　　　総勢14名

内　　容：1. 本日の開催主旨・目的 ・・・・・・・・・・・・東京都心会会長　山下明宏
　　　　　2. 挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日本政策金融公庫　事業統括支店長

　　　　　	 	 	 梅本佳宏氏
　　　　　3. 当事務所の概要と特長 ・・・・・・・・・・・見学事務所所長　森脇仁子
　　　　　4. 税理士とは ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・見学事務所所長　森脇仁子
　　　　　5. 巡回監査の実務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・監査担当　黒沢一哉
　　　　　6. OMSを活用した所内管理 ・・・・・・・見学事務所所長　森脇仁子
　　　　　7. 質疑応答
　　　　　8. 閉会の挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・東京都心会副会長　太田勝久

当事務所の巡回監査の実務について

税理士法人アイ・タックス　黒沢一哉

TKC東京都心会副会長
太田勝久

見学会の様⼦

税理士法人アイ・タックス所長　森脇仁子

TKC東京都心会会長
山下明宏

日本政策金融公庫
事業統括支店長
梅本佳宏氏

税理士法人アイ・タックス所長
森脇仁子
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資産活用委員会

TKC東京都心積水部会では「第二次相互紹介キャンペーン（4月〜6月）」の発進大会に併せ､移動視察研修会を開催いたしました。
今回の視察先は、2013年に平成の大遷宮を執り行った島根県出雲市の『出雲大社』でした。
伊勢神宮の式年遷宮とも重なり大変注目を集めているパワースポットです。建造物としての見応えも非常に高い『出雲大社御本殿』に
スポットを当てました。
当日は天候にも大変恵まれ出雲大社参拝、現地スタッフによる伝統的な施工方向などの説明をお聴きし、出雲大社の遷宮から考える
日本の森林資源と建築技術の継承等について学ぶ良い機会となりました。

3日目

倉敷美観地区観光 大山アークカントリークラブ

■ 4月15日（金）〜17日（日）

1日目

出雲大社拝殿にて 玉造温泉「佳翠苑皆美」

足立美術館にて

を開催しました

東京都心積水部会
　　　     「移動視察研修 in 島根」

島根県出雲市『出雲大社本殿』〜日本の伝統建築に学ぶ〜

2日目

大山ゴルフクラブ 　　　	国宝松江城観光と松江堀川めぐり
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各支部報告

円覚寺の飯塚毅初代会長の墓参

押田先生を交えての懇親会

渋谷支部　山田誠一朗1 . 渋谷目黒支部

支部旅行
4月1日（金）から2日（土）にかけて渋谷目黒支部の

支部旅行を開催いたしました。年度初めの日程にも
拘わらず、多くの先生方、提携・協定企業の方々に
ご参加いただき、延べ31名での開催となりました。
ご参加頂きました先生方、提携・協定企業の方々には、
心より御礼申し上げます。
今回の旅行は、「新春やる気UPツアー」と題して、
様々なイベントを通じてやる気を出して頂くことを
テーマに企画いたしました。
第一弾は、鎌倉円覚寺における飯塚毅初代会長の
お墓参りと、座禅研修でした。飯塚初代会長の墓参
を通じて、改めてTKC理念を思い出して頂くことが
できたのではないかと思います。また、座禅研修で
は初めての方も多かったため、初心者向けに5分を1
回、10分を2回と短い時間に設定して頂いたおかげ
で、無理なく日ごろの喧騒から抜け出し心を落ち着
かせて「やる気UP」に繋げられたと感じております。
そして、今回は、森脇仁子支部長が円覚寺の関係者
とお知り合いであったこともあり、特別にご配慮を
頂き、通常は非公開となっている国宝の舎利殿を間近
で見ることができ、とても貴重な体験となりました。
続いて第二弾は、小田原の税理士法人押田会計事
務所の見学会でした。押田吉真先生は、全国会シス
テム委員長であり、全国でご活躍されている先生で、

大変お忙しい中、また、重なっていた事務所の会議
も日程を変更して頂いて見学会を開催して頂きまし
た。今回は、小田原事務所が資産税メインで業務を
行っていることもあり、資産税の取り組みについて
実務的な話しから事務所経営の考え方の大きな話し
まで、とても内容の濃いご講義を聞くことができま
した。様々な気づきを得て正に「やる気UP」に繋が
りました。
そして第三弾は、箱根老舗旅館の湯本富士屋ホテ
ルでの温泉・宴会でした。押田先生を交えての宴会
となり、大変盛り上がることができ、日ごろの疲れ
を癒す良い機会になったと思います。また、二次会
のカラオケでは普段とは違った先生方の意外な一面
も垣間見ることができました。翌日は仙石ゴルフコー
スでゴルフを行うなど、二日間にわたり盛り沢山の
内容でしたが、無事に終了することができホッとし
ております。次回以降も多くの先生方にご参加いた
だけるような旅行を企画していきたいと思います。
末筆になりましたが、ご多忙にも拘わらず快く見
学会をお引き受け頂いた押田吉真先生、ご多用の中
ご参加頂いた山下明宏会長、企画から当日の運営ま
で細部にわたりサポートして頂いた森脇支部長に衷
心より拝謝いたします。

税理士法人押田会計事務所にて

円覚寺・舎利殿前にて
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中野杉並世田谷支部　笹岡　茂2 . 中野杉並世田谷支部

支部例会
平成28年 4月 4日（月）、｢屋形船三浦屋｣において
新入会員歓迎会を開催しました。今回は昨年入会し
た浅川太一会員、古澤基徳会員が参加してくれまし
た。4月ということで、隅田川夜桜＆スカイツリー見
物を楽しみました。ちょうど満開の桜のバックにラ
イトアップされたスカイツリーがそびえ立ち、幻想
的な風景を見ながらの美味しいお酒と料理という贅
沢な時間を楽しみました。中締めは山田勝巳会員。
だいぶ気分が良かったのでしょうか、マイクをにぎ
り、いきなりアカペラで歌を熱唱！（誰も知らない
ような珍しい歌でしたが｢蒙古放浪歌｣という歌だそ
うです。）何故かそこから火が付き、企業防衛制度推
進委員長の山本雄一会員と大同生命保険近岡直基支
社長による“朝が来た”の主題歌｢365日の紙飛行機｣
をカラオケで熱唱。本日一番の盛り上がりの中、歌
の終了と共に計ったようにぴったりの帰航。今回は
新入会員は2人だけの参加でしたが、すっかり支部

に溶け込んでもらえたかなと思います。多くの会員
に支部例会に参加して頂くことで支部に活気がでま
す。そんな中に新しい会員が参加して頂くことで、
ますます支部が活性化していきます。ぜひこれから
も多くの会員の参加をお待ちしています。

新宿支部長　梅本　昇3 . 新宿支部

支部例会
平成28年4月21日（木）TKC東京本社3階研修室に
おいて新宿支部例会が開催されました。
第一部は第7回ぷち若手の会
テーマ　｢事務所経営について考えていこう｣
講師：梅本　昇
第二部　第3回支部例会
テーマ　｢TKCシステムのFinTechサービス銀行

信販受信機能｣
講師：SCG	辻田江梨
今回は、年度初めの多忙な時期ということもあり、
常連会員の参加が少なくはあったが、研修の内容は
非常に充実したものであり、文字通り辻田代理が体
を張って、TKCの社運を賭けたFinTechサービスを
解説・披露。辻田代理には、心から感謝と表敬の念
を送りたいと思います。

『神楽坂イカセンターはなれ』に場所を移し懇親会
を開催。総勢35名超の参加となり、相も変わらず新
宿らしいにぎやかな盛り上がりとなりました。
また山本雄一企業防衛委員長も激励にかけつけて
いただき、会場は終始熱気に包まれつつ神楽坂の夜
は更けていきました。

屋形船での新入会員歓迎会

第3回支部例会　研修風景

氏　名 入会日・転入日 住　　　　所 電話番号 支　部
五反田直樹 H27.11.25 〒152-0023 目黒区八雲1-4-6 池田ビル3F 03-5726-9912 渋　谷　目　黒
板倉　景介 H28.1.21 〒141-0021 品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル2F 03-4540-1259 渋　谷　目　黒
森　　真紀 H28.2.10 〒164-0012 中野区本町2-2-13 にったんビル5F 03-5351-3577 中野杉並世田谷
小野　哲人 H28.3.7 〒153-0061 目黒区中目黒3-20-12 090-2554-6710 渋　谷　目　黒
輿石　茂実 H28.3.25 〒166-0004 杉並区阿佐谷南3-31-13 稲葉ビル3F 03-5349-8081 中野杉並世田谷
宮野　康緒 H28.3.31 〒162-0822 新宿区下宮比町2-28 飯田橋ハイタウン728 03-3267-7811 四　　　　　谷
塩田　龍海 H28.4.1（転入）〒164-0003 中野区東中野4-10-13 イースタンハウス301 03-5937-6410 中野杉並世田谷

（平成27年11月25日〜平成28年4月1日）

新入会員紹介
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FX2インパクトムービー完成！
☆5月にCD-Rにて全会員事務所に配布しました。
☆FX2推進活動にご活用ください。
（事務所名を名入れする場合は名入料29,800円）

FX2推進のための総合マニュアルを配布しました！
☆営業～契約締結～立上指導方法～FX2導入に活用！
☆各事務所での永久保存版・ノウハウ結集版です。
☆新FX2版は今後ご提供予定です。

FX2自計化の取り組み・工夫策について表彰します！
☆導入編、立ち上げ編、活用編の3部立て
☆FX2自計化で苦労や工夫した点をお教えください。
優秀な取り組みについては事例発表いたします

☆都心会オリジナルの「自計化ガールズ」を創設！
☆推進目標を達成すると、登場し始めます！

インパクトムービーが完成！1

自計化ガールズ始動！4

FX2自計化コンテストを開催！3

FX2推進マニュアルが完成！2

FX2推進特別委員会

「会計で会社を強くする」活動を展開しています！

累計で1,000件を達成したので、
まーちゃんが登場しました！
次は、目標1,300件で、つーちゃん
が登場します！目標1,600件で 
クラウド姉さんが登場です！

御礼！新規導入累計が1,000件を突破しました！（平成27年4月～平成28年5月）

FX2推進・新規利用開始件数

■新規導入実績
（1）FX2・e21まいスター

2015/12/1 2016/1/1 2016/2/1 2016/3/1 2016/4/1 2015年4月
から累計

1 新宿支部 36 16 23 37 21 353
2 四谷支部 13 10 8 57 8 236
3 渋谷目黒支部 12 18 11 46 9 228
4 中野杉並世田谷支部 12 13 10 35 5 168
都心会　合計 73 57 52 175 43 985

（2）FX4クラウド
2015/12/1 2016/1/1 2016/2/1 2016/3/1 2016/4/1 2015年4月

から累計
1 新宿支部 0 2 4 3 7 26
2 四谷支部 0 0 1 2 1 12
3 渋谷目黒支部 1 2 1 2 2 15
4 中野杉並世田谷支部 0 0 1 2 0 8
都心会　合計 1 4 7 9 10 61

累計 1,046件
累計 2,500件

都心会実績
都心会目標
作成：TKC東京都心会 FX2推進特別委員会

まーちゃん登場！

クラウド姉さん つーちゃん

自計化ガールズ
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生涯研修

平成28年度 生涯研修開講式・特別講演のご案内

日　時  平成28年7月5日（火）　13：30〜17：00

会　場  明治記念館

内　容  生涯研修開講式
 1. 13:30〜13:45

  平成28年度を迎えて 会　　長　山下明宏

 2. 13:45〜14:00

  平成28年度研修計画 研修所長　濱路義朗

 特別講演Ⅰ　14:00〜15:30

 税理士事務所のコンプライアンス経営をめざして
 『TKC会計人の行動基準書』のポイントを読み解く
 　　講師：TKC全国会総務委員長　古閑　宏 氏（TKC九州会）

 特別講演Ⅱ　15:45〜17:00

 税理士と地域金融機関の役割とは
 〜中小企業の成長・発展のために〜
 　　講師：西武信用金庫理事長　落合寛司 氏

 懇親会　17:15〜19:15

 参加費：会員・職員　3,000円（当日ご持参ください）

申込方法  FAXにて6月30日までにお申し込みください。

TKC東京都心会研修所
所長　濱路	義朗

54
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秋期大学

第21回TKC東京都心会秋期大学
テーマ 「覚悟」　〜⼈生の一回性〜

基調講演Ⅰ◦14：20 ～ 15：50 基調講演Ⅱ◦16:10 ～ 17:40

謹啓　益々ご盛栄のこととお慶び申し上げます。
この度、第21回秋期大学を開催いたします。今回のテーマは「覚悟」〜人生の一回性〜として、
原点に立ち返ることといたしました。「人生の一回性」とは、TKC全国会創設者・初代会長飯塚
毅先生が提唱されたテーマであり、「一度しかない人生をどう生きるか」と問いかけられた課題
です。この激動の時代に、皆さんとご一緒に考えていきたいと存じます。
皆様、お誘いあわせの上、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。　	 	 謹白

テーマ

「人生の一回性」
　～覚悟をもって生きる～

山田法胤（やまだほういん）氏

テーマ

「経営者の覚悟」
　～激変する経営環境に
　　　　　どう対応するか～
片山裕介（かたやまゆうすけ）氏

生　年◦ 昭和 15年 （1940）12月5日
出　生◦ 岐阜県本巣郡根尾村（現在 本巣市根尾）生まれ
入　山◦ 昭和 31年 （1956）1月7日
師　匠◦ 橋本凝胤（はしもとぎょういん）師
学　歴◦ 昭和 39年 （1964）3月 龍谷大学文学部仏教学科卒業
経　歴◦ 昭和 39年 （1964）7月 厚生省慰霊団団員として、
   アッツ島他戦跡各地巡拝
 昭和 46年 （1971）4月 薬師寺執事に就任
 平成 2年 （1990）9月 喜光寺住職に就任
 平成 10年 （1998）8月 薬師寺執事長に就任
 平成 15年 （2003）8月 薬師寺副住職に就任
 平成 21年 （2009）8月 法相宗管長・薬師寺管主に就任

現　職◦ 法相宗管長（ほっそうしゅうかんちょう）
 法相宗大本山 薬師寺 管主
 （ほっそうしゅう だいほんざん やくしじ かんす）
 法相宗別格本山 喜光寺 住職
 薬師寺まほろば塾 塾長

著　作◦ 「こころを耕す」（経済界刊）
 「あなたに伝えたい『生き方』がある」（経済界刊）
 「声に出してお写経 般若心経といろは歌」（PHP研究所刊）
 「迷いを去る百八の智慧」（講談社刊）
 「ブッダに学ぶとらわれない生き方」（アスコム刊）
 「写経作法入門」共著（芸術新聞社刊）

リテールデザイン研究所所長
IFIビジネススクール講師
（元）イトーヨーカ堂執行役員衣料事業部長

出身地◦ 静岡県沼津市

略　歴◦ 昭和 49年 （1974） 慶應義塾大学卒業
 昭和 49年 （1974） 株式会社イトーヨーカ堂入社
 平成 7年 （1995） 株式会社ロビンソン百貨店
   （現 そごう西武）常務取締役
 平成 20年 （2008） イトーヨーカ堂執行役員衣料事業部長
 平成 25年 （2013） リテールデザイン研究所設立
   同所代表

小売業 40年、セブン＆アイHLD各社役員 18年の実績を基に、経営、
流通問題のコンサルタントとして独立。
企業アドバイザー、ビジネススクール講師、講演会講師等を行っている。

趣　味◦ 落語研究、慶應義塾大学落楽会会員

日　　時 　平成28年9月14日（水）　13：00〜20：10（12：00受付開始）
会　　場 　目黒雅叙園（東京都目黒区下目黒1－8－1）
参　加　費 　会員 10,000円、職員・家族 5,000円、関与先 2,000円 

申込締切 　平成28年9月2日（金）
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詳細は、TKC首都圏西SCGサービスセンター 担当SCGにおたずねください。

TKC首都圏西SCGサービスセンター　TEL：03（3267）2951


