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平成28年2月2日（火）、明治記念館において、TKC東京都心会平成28年政策発表会、新春賀詞交歓会が開催
されました。濱路義朗研修所長の司会のもと、進行されました。オープニングビデオのあと山下明宏会長によ
る「平成28年政策発表」が行われました。

会員の皆さまにおかれまし
ては、地域会の活動に格別の
ご理解とご協力を賜り、誠に
ありがとうございます。

さて、昨年は、当会創立20
周年という記念すべき年とな
り、7月に開催した「創立20

周年記念式典、特別研修会、祝賀会」を成功裏に執
り行うことができました。感謝申し上げます。

昨年は、2年連続で地域会内全税務署（10税務署）
の署長はじめ幹部の方々を表敬訪問することができ
ました。さらに、毎回の例会で参加会員が40％を超
す支部が誕生しました。地域社会に当会の活動を広
く周知するため、ホームページとブログの更新頻度
を飛躍的に高め、アクセス数5,300超えとなりました。
また新宿と渋谷の街頭ヴィジョンで、当会独自のコ
マーシャルを1年間放映し続けました。さらに『会報誌』

をオールカラーに変更し、写真を多用して躍動感を
伝えつつ、生涯研修受講済事務所や書面添付実践事
務所の名簿一覧を掲載し、地域会活動の成果を発信
しつつ、会員に活動参画を呼びかけました。さらに
専用封筒を作り、地域会内の全税務署の幹部の方々、
提携金融機関の全支店長に送付を開始しております。

また、選択と集中に徹し、3つの特別委員会（FX2
推進特別委員会、経営改善事業推進特別委員会、会
員導入特別委員会）を立ち上げ、1年間活動し、道筋
が見えてまいりました。

本年2016年は、TKC全国会創設50周年（2021年）
に向けた第1ステージ、最終年となります。
当会の活動方針及び活動計画は、2月2日に開催さ
れる政策発表でご説明させていただきました。引き
続き「選択と集中」に徹した活動を展開いたします。

「選択と集中」に徹した活動を展開します

政策発表会・賀詞交歓会が開催されました

巻頭言 TKC 東京都心会会長　山下　明宏

政策発表会・新春賀詞交歓会

1.	 TKC全国会が目指すものとは
TKC全国会では、2021年TKC全国会創設50周年に向けて2014年より8年間のロードマッ

プを作成している。8年間を3つのステージに分け戦略目標を掲げている。今年は第1ステー
ジ最終年、事務所総合力の強化と会員数を拡大。これをやりきって第2ステージ入っていく。
第2ステージでは総合力発揮、第3ステージでは社会変革への挑戦という壮大なロマンがあ
る。それを踏まえて逆算してしっかりと事務所作りをしていただきたい。FX2推進、月次
サービス、決算申告の3つの柱が事務所に定着しているのか再度確認してください。

2.	当会の具体的な施策
全国会の方針を受けて当会では次の活動を行う。
（1）外部活動

山下明宏会長平成28年度政策

●政策発表
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①	2年前からエリア内の10税務署全てにおいて意見交換会を行い、税務署長初め署幹部の方々にTKC全国会
及び当会の活動状況、取り組みについてお話しさせて頂き、また税務署側からの要望を伺うことができた。

②	提携金融機関、地元金融機関との交流を深めていく。
③	会報誌「FOURNINE」、ホームページ、ブログ、街頭CMを通して当会の知名度アップ、会員事務所のアピール
を実施していく。

（2）内部活動
次の特別委員会活動を強化し集中的に取り組んでいく。
①	FX2推進特別委員会
②経営改善事業推進特別委員会（7000プロジェクト）
②	会員導入特別委員会

これらの施策に、一致団結して不退転の決意で目標に進んでまいりたいと思いますのでご協力の程よろしく
お願いいたします。

「創立20周年記念誌完成報告」
昨年当会は創立20周年を迎えました。その20年の歴史をしっかりととどめておきたいということで、記念誌
を発行することにいたしました。発行の目的は4点あります。
1 . 	創立20周年を振り返り当会の今後の発展の起点とする。
2 . 	対外的に当会を広く知って頂く機会とする。
3 . 	先達会員のこれまでのご功績とご活躍をねぎらい感謝の念をしるす。
4 . 	若手会員が当会の歴史をしっかりと知り今後の活躍のきっかけとする。
高城重康委員長をはじめ編纂委員会の方々には大変なお骨折りを頂き、この1冊を完成することができました。
東京都心会の「いままで」「いま」「これから」の3つのステージに分けたパネルディスカッション、支部紹介等々
大変中身の濃いものとなっています。ぜひ手にとりご覧頂きたいと思います。

「税務署意見交換会」において書面添付への取り組みについて説明しました。TKC全国
会では創設50周年に向けて、2021年末までには書面添付の実践件数50万件を目標に活動し
ている。そのためには実践会員を全会員の7割その顧問先の5割を実践できる体制に持って
行く。しかし現状は13万件あと37万件。実践会員数の割合もまだ5割に達していない。目
標達成のため現在、未実践の会員に実践してもらうことを重点に置いた研修を実施してい

る。また、件数だけでなく質の向上も目指している。そのため会員だけでなく職員研修にも力を注いでいる。
という話をさせて頂きました。TKC全国会方式による書面添付について税務署の方々から非常に高い評価を
頂きました。我々会員が書面添付をきちんと実践していかなければいけない。月次巡回監査に基づく質の高い
書面添付ができるかどうかが事務所経営の成否の岐路になると考えております。

書面添付推進委員会　委員長　重田正人会員書面添付に高い評価

TKC全国会は全国の税務署に「TK C経営指標」を贈呈するという活動を長年やってき
ましたが、2013年から「税務署意見交換会」にその活動を変更しました。2014年に初めて
東京都心会エリア内の10税務署全てに訪問することができました。そして昨年2015年にお
いても10税務署全てを訪問することができ、税務署長並びに署幹部の方と意見交換をする
ことができました。

TKC全国会並びに会員の業務内容の説明。巡回監査について、電子申告、書面添付について、生涯研修54時
間について説明しました。書面添付については税務署側から相続税もという要望があり、今後はそれについても
TKC全国会として力を入れていくことをお話ししております。

中野杉並世田谷支部　支部長　橋本徳行会員意見交換会から見えるものとは
●2015年　税務署との意見交換会完了報告
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今年のキーワードはクラウド会計（AI〈人工知能〉を使ったデータ会計）、フィンテック（IT

を駆使した金融サービス）。預金については、銀行のインターネットバンキングデータを

読み込むことによって仕訳が自動で作成される。現金はスマホ等から仕訳データが作成さ

れる。AIは学習機能を持っているから間違わない。全てがデータ連係でつながる。将来的

には会計入力はデータ連係でできあがってしまい、記帳代行という仕事がなくなる。そん

な時代がもうすぐ来る。ただしその帳簿が正しいかどうかを保証することが必要になる。それが我々が行って

いる巡回監査です。法人の申告もAIに取って代わるかもしれない。そうなる税務申告での我々の仕事は書面添

付ということになります。従って月次巡回監査に基づいたFX2導入が非常に重要になってくる。もう一つAIで

できないことが経営助言です。経営助言の基本は中期経営計画に基づく経営支援です。中期経営計画の策定業

務を金融機関と一緒になってやっていく。それが今やっている7000プロジェクトの経営改善事業です。そのた

めに我々税理士が必ず必要な存在なんだ、ということを構築していくためにぜひこの運動に参加して頂きたい。

経営改善事業推進委員会　委員長　鈴木信二会員昨年の活動結果と本年の具体的な施策

7000プロジェクトの目標期限はこの3月31日で終了しますが、中小企業経営力支援法に

基づく経営計画策定事業は国の政策としてまだまだ継続する。東京都心会も実践件数211

件という目標を達成するまでやっていく。今後会員の方の個別の相談に応じ実践を支援して

いく。さらに「One	More	7000プロジェクト」を始動し、既に実践している会員にさらにも

う1件、2件やって頂く。7000プロジェクトは、TKC会計人としての事業目的を実践するた

めの現実的な活動ですので、今後もご協力よろしくお願いします。

会員普及部会　部会長　太田勝久会員会員事務所が真の実力をつけるために

金融機関と交流するといってもなかなか続かないというのが過去の経験でしたが、7000

プロジェクトが始まり、TKC全国会は中小企業のためにやっているんだということが金

融機関にも浸透し金融機関との交流が積極的に進んでる。7000プロジェクトを実施し経営

改善ができる会計事務所だ、ということで交流を進めていってもらいたい。

金融機関推進部会　部会長　山岸崇裕会員金融機関との交流を積極的に

我々は1年経てば必ず1歳ずつ歳をとる。ということは組織も1歳ずつ歳をとるというこ

とになる。したがって地域会を活性化するには、よりいっそう会員導入を図っていかなけ

ればいけない。現状の課題として開業数の減少、市場の飽和状態、当会として組織的な活

動を行っていない等がある。今後ホームページ、ブログなどの情報発信を強化し、セミナー、

事務所見学会などを企画し、今年度末目標である550名体制に向けて取り組んでいく。未来、

将来性のある楽しく明るい東京都心会にしていきたい。

会員導入特別委員会　委員長　大井敏生会員組織力強化のために新規会員導入を！

●特別委員会からの報告及び提言　経営改善事業推進委員会
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第2部会は関与先の業績管理、経営計画支援までのコンサルティング能力向上を支援します。
FX2を導入して軌道に乗せていくという役目です。
FX2導入後の解約防止について。まずは会計で導入してそこまでの機能で満足してしまい、
ただの入力マシーンとなっている。FX2の様々な機能を使いこなしていないという現状がある。

FX2を導入したあとで社長と何を話していいのかが分からない。予算管理の中で継続MASとFX2 の組み合わ
せによる業績管理が重要になってくる。
クラウド会計、データ連係が進むと記帳代行もなくなっていく。これからはFX2でどうやって顧問先を満足
させるかが重要です。

パネリスト　第 2部会長　増山充会員

中堅関与先企業へのFX4クラウドの導入支援とコンサルティング能力向上を支援します。
売上が大きくなる程自計化率が高くなる。と同時に会計と税務で違うシステムを使っている
割合も高くなる。中堅企業にとって会計事務所はどういう位置づけにあるかというと、決算ま
では自分たちでやります。あと申告だけをお願いします。というようなケースが増えてきてい

る。他社システムには管理会計という考え方がないので、業績管理ができない。FX4クラウドであればそれが
できる上に、さらにデータ連係、MR設計ツールがある。
新しいことをやるとハードルがある。FXを導入すれば直ちにデータ連係ができて管理会計ができましたとい
うことは絶対にない。それをやる人間が勉強し少しずつ地道に向上していって数ヶ月後にできるようになる。
それが自分の成長になる。
FX 2を推進するかどうかを考えるのではなく、まずFX 2を推進する。そのためにどうするかを考えていきましょう。

パネリスト　第 3部会長　山岸崇裕会員

TKC全国会の重要活動の根底となるのは巡回監査です。その巡回監査を支えているのが
FX2です。昨年、FX2推進とその活用支援に集中するためFX2推進特別委員会を立ち上げま
した。当委員会ではさらに3つの部会を設けこれを強力に推し進めていきます。

コーディネーター　委員長　大石尚彦会員

パネルディスカッション

FX2 推進の現状と本年の具体的な活動施策
〜 FX2 導入率向上で事務所と関与先が変わる〜

コーディネーター◦ 委  員  長 大石　尚彦会員
パ ネ リ ス ト◦ 第1部会長 村田顕吉朗会員　　第2部会長　増山　充会員　　第3部会長　山岸崇裕会員

第1部会ではFX2の導入率の低い会員に対して、導入推進を支援します。その第一弾として
FX2推進のムービーを作成しました。これを皆様の事務所の推進ツールとして活用して頂きた
い。FX2推進というのは事務所経営の話になります。自計化というのは関与先拡大、
関与先離脱の防止、事務所の収益拡大に繋がります。TKC会員に対して行っ

た自計化取組状況のアンケートがあります。積極的に推進したいという事務所は27％、残りの
73％はやや後ろ向きな回答でした。FX2を進めない理由はたくさんありますが、大きく分けると、
事務所の問題と関与先の問題の2つです。まず、注意・関心をひく状況を作る。東京都心会オリ
ジナルのロゴを作り認知度を高める。キャラクターを作成し壁を取り払い、進めやすくする。

利根澤功一会員より新規関与先へのFX2導入の成功事例についての発表がありました。

パネリスト　第 1部会長　村田顕吉朗会員

利根澤功一会員

●FX2推進特別委員会
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山下明宏会長挨拶

片山さつき 様海江田万里 様

常久秀紀 様

佐々木学 様

第21回秋期大学実行
委員長 四谷支部長

田中順子　

副会長
大石尚彦

近岡直基 様

石原伸晃 様

中川雅治 様

17：15 〜19：15 　於：富士の間Ⅱ　

●ご来賓挨拶

Ⅰ 主催者挨拶　
  ＴＫＣ東京都心会 会長   山下 明宏

Ⅱ ご来賓挨拶
 ・衆議院議員 石原 伸晃 様
 ・参議院議員 中川 雅治 様
 ・参議院議員 片山 さつき 様
 ・前衆議院議員 海江田 万里 様
 ・株式会社新銀行東京
  代表取締役社長執行役員 常久 秀紀 様
 ・大同生命保険株式会社
  東京西ＴＫＣ企業保険支社長 近岡 直基 様

Ⅲ 鏡開き

Ⅳ 乾杯
  株式会社ＴＫＣ首都圏統括センター長 佐々木 学 様

＜ご　歓　談＞

Ⅴ 提携・協定企業等のご紹介

＜ご　歓　談＞

Ⅵ 中締め
  ＴＫＣ東京都心会副会長 大石 尚彦

司会：
種生丈士 会員
妹尾啓子 会員

●新春賀詞交歓会
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議事次第
 10：00 　TKC 会計人の基本理念 25 項目 8
 開会挨拶　山下明宏会長
 議事録署名人（森木隆裕会員）（重田正人会員）

議     題
 10：08 ～ 11：25 　《報告及び要請事項等》　

 1. 第 21期事業会計中間報告  井出行俊経理部会長
 2. 第 124回ＴＫＣ全国会理事会報告 太田勝久副会長
 3. 事務所総合力強化に向けた取り組みに関する件 山下明宏会長
 4. 平成 28年政策発表及び特別委員会報告 山下明宏会長
 5. 特別委員会からの報告及び提言
   大石尚彦委員長／鈴木信二委員長／大井敏生委員長

 6. 東京国税局表敬訪問及び管内税務署意見交換会完了報告
   重田正人書面添付推進委員長　  

 7. 『創立 20周年記念誌』編纂完成報告 高城重康編纂委員長
 8. 会報『FOURNINE』（No.200号）編集経過報告 笹岡茂広報部会長
 9. 支部会及び委員会活動報告（重要事項限定）

理事会

山下明宏会長

梅本　昇
新宿支部長

濱路義朗
研修所長

大石尚彦
副会長 議長

田中順子
四谷支部長

山本雄一
企業防衛制度推進委員長

井出行俊
経理部会長

森脇仁子
渋谷目黒支部長

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

重田正人
書面添付推進委員長

重田正人
書面添付推進委員長

森木隆裕
システム委員長

小林憲史
積水部会長

谷　俊行
センター長

鳥山昌秀
NMS委員長

太田勝久
副会長

橋本徳行
中野杉並世田谷支部長

種生丈士
共済制度等推進委員長

高城重康
編纂委員長

鈴木信二
中小企業支援委員長　

大井敏生
総務委員長

笹本秀文
資産活用委員長

笹岡　茂
広報部会長

第204回 ＴＫＣ東京都心会理事会を開催しました！ 平成28年2月2日（火）
10：00～ 11：30

於：明治記念館1F末広　

司会：大井敏生副会長
兼総務委員長

 10. 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
 11. その他
  （1）当会 HP、Blog へのリンクのお願い  中島剛事務局長　

 12. 書面報告
  （1）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
  （2）当会 HP、Blog アクセス状況等に関する件 事務局
  （3）三菱東京 UFJ 銀：「極め」推進状況に関する件 中小企業支援委員会
  （4）第203回理事会以降に発行した「かわら版」に関する件 事務局
  （5）2 月、3 月、4 月の主な予定に関する件 事務局

 13. ＴＫＣ報告／センター長 谷俊行センター長　
 11：30 閉　会 太田勝久副会

近岡直基
大同生命保険株式会社支社長
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議事次第
14：00 参議院議員 中川雅治先生 ご挨拶
 選挙応援及び記念撮影
14：10 西武信用金庫飯田橋支店開店ご挨拶 田中良明支店長
14：15 東京中小企業投資育成株式会社のご紹介
  桑本淳子業務第二部次長
14：25 日本政策金融公庫東京地区の活動状況
  金橋　出新宿支店長
14：25  開会 大井敏生　副会長 兼 総務委員長
14：25 ＴＫＣ会計人の基本理念２５項目７

開会挨拶 	

	 山下明宏会長
	 議長	大石尚彦	副会長
	 議事録署名人		山本雄一会員・増山充会員

議　　題
《報告及び審議事項》　14:35 ～ 16:55

　1. 「7000 プロジェクト活動」推進状況に関する件（確認事項）
  鈴木信二委員長
　2. 東京国税局表敬訪問及び管内税務署意見交換会に関する件（経過報告）
  重田正人書添委員長
　3. 会報誌No.199号完成報告及び送付先追加等に関する件（報告事項）
  笹岡茂広報部会長
  中島　剛事務局長
　4. 特別委員会活動報告
　　（1）FX2推進特別委員会 大石尚彦委員長、部会長
　　（2）会員導入特別委員会 大井敏生委員長

中川雅治先生

田中良明
支店長

桑本淳子
業務第二部次長

金橋　出
新宿支店長

山下明宏会長

鈴木信二
中小企業支援委員長

笹岡　茂
広報部会

重田正人
書面添付推進委員長

司会
大井敏生副会長
兼 総務委員長

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

●FX2推進特別委員会

理事会

第203回 TKC東京都心会理事会を開催しました！ 平成27年12月8日 (火 )
14：00～ 17：00　
於：ＴＫＣ東京本社

３Ｆ研修室
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　 5. 『創立20周年記念誌』編纂に関する件（報告事項）
  高城重康編纂委員長
　 6. 平成28年秋期大学企画案に関する件（報告事項）
  田中順子実行委員長
　 7. 2/2：第203回理事会、政策発表、
　 　特別セミナー企画に関する件（報告事項）
  大井敏生総務委員長
　 8. 支部会及び委員会活動報告（重要事項限定）
　 9. その他
　 　（1）街頭CMコンテンツ見直し検討に関する件（審議事項）
  山下明宏会長
　 　（2）事務局移転に伴う備品購入に関する件（審議事項）
  中島　剛事務局長
　10.書面報告
　 　（1）当会HP、Blogアクセス状況等に関する件
　 　（2）三菱銀：「極め」推進状況に関する件
　 　（3）前回第202回理事会（10/27）以降に発行した「かわら版」に関する件
　 　（4）12月、1月、2月の主な予定に関する件
　11.TKC報告／センター長

17:00  　閉　　会 太田勝久副会長

増山　充
リスクマネジメント制度推進委員長

提携企業、ＴＫＣ関連企業

濱路義朗
研修所長

橋本徳行
中野杉並世田谷支部長

高城 重康
編纂委員長

田中順子
実行委員長

大井敏生
総務委員長

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

小林章一
巡回監査･事務所経営委員長

山本雄一
企業防衛制度推進委員長

森木隆裕
システム委員長　

笹本秀文
資産活用委員長　

種生丈士
共済制度等推進委員長

重田正人
書面添付推進委員長

小林憲史
積水部会長

山下明宏会長

鳥山昌秀
ＮＭＳ委員長

緒方隆幸
政経研幹事長
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山下明宏会長

議事次第
14：00（05M） 　ＴＫＣ会計人の基本理念25項目6

14：05　開会 大井 敏生 副会長 兼 総務委員長
 議事次第
 司会進行 大井 敏生 副会長 兼 総務委員長 
 開会挨拶（05M） 山下 明宏 会長
 議　長 大石 尚彦 副会長
 企業防衛：第１次キャンペーン支部表彰

議     題
14：10 ～ 16：55（165M）　《報告及び審議事項》　
　 1. 「7000プロジェクト活動」巻き返しに関する件（要請及び確認事項）　    　 
   佐藤 正行 リーダー／鈴木信二委員長

　 2. 第123回TKC全国会理事会報告 太田勝久副会長

　 3. 平成27年度秋期大学開催報告 加藤博資実行委員長

　 4. 特別委員会活動報告
 （1）FX2推進特別委員会 大石尚彦委員長
 （2）会員導入特別委員会 大井敏生委員長
　 5. 東京国税局表敬訪問及び管内税務署情報交換会に関する件（報告事項）
   山下明宏会長
   重田正人委員長
　 6. 会報誌No.198発行報告及び次号No.199発行予定等に関する件（報告事項）
   笹岡茂広報部会長
   中島剛事務局長
　 7. 『創立20周年記念誌』編纂に関する件（報告事項） 高城重康委員長
　 8. 支部及び委員会報告（重要事項限定）
　 9. 書面報告
 （１）当会HP、BLOGアクセス状況等に関する件 事務局
 （２）平成27年8月18日(前回理事会)以降に発行した「かわら版」に関する件 事務局
 （３）三菱銀：「極め」推進状況に関する件 中小企業支援委員会
 （４）10月、11月、12月、1月の主な予定に関する件 事務局
　10. TKC報告 谷 俊行センター長
　11. その他
17:00  　閉会 太田勝久副会長

佐藤正行リーダー 

加藤博資
実行委員長

大井敏生
総務委員長

村田顕吉朗
第１部会長

田中順子
四谷支部長

濱路義朗
研修所長

山本雄一
企業防衛制度推進委員長

笹本秀文
資産活用委員長

太田勝久副会長

重田正人
書面添付推進委員長

増山　充
第２部会長

森脇仁子
渋谷目黒支部長

鳥山昌秀
ＮＭＳ委員長

小林章一
巡回監査･事務所経営委員長

井出行俊
経理部会長

梅本　昇
新宿支部長

山岸崇裕
第３部会長

橋本徳行
中野杉並世田谷支部長

種生丈士
共済制度等推進委員長

センター新任挨拶企業防衛
支部表彰

●FX2推進特別委員会

理事会

第202回 TKC東京都心会理事会を開催しました！ 平成27年10月27日(火)
14:00～ 17:00

於：東京都心会研修センター
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政経研究会定期大会

各支部報告
新宿支部支部長　梅本　昇1 .	新宿支部

・忘年会
平成27年12月10日（木）、新宿ワシントンホテルにお
いて新宿支部例会及び忘年会を開催しました。
第一部は「ぷち若手の会研修会」。私梅本が講師と
なりマイナンバーや企業防衛などについて説明し、
意見交換が行われました。
第二部は忘年会。総勢60名近い参加者が集い、1年を
締めくくるのにふさわしい壮大な忘年会になりました。
恒例の大ビンゴ大会も開催され、にぎやか、かつ
ゴージャス感漂う雰囲気に包まれ、まさに老若男女
入り乱れての大盛り上がりとなりました。
会員・提携企業みながこの1年間頑張ったご褒美と

して、大いに楽しんでいただけた会合となり、平成
27年新宿支部の締めくくりができました。
皆様に深く感謝しつつ、新宿発で東京都心会を盛
り上げていくことを固く心に誓った。
・新年会
平成28年1月21日（木）、銀座アスター新宿賓館にお
いて新宿支部例会及び新年会が開催されました。
第一部はぷち若手の会。小林章一巡回監査・事務
所経営委員長を講師に「自社の5か年計画を作って事
務所経営を考えていこう」というテーマで研修が行
われました。
第二部は研修会。飯塚真規㈱TKC専務を講師に迎

平成28年2月2日（火）　明治記念館において「第21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、議長に太田勝久会員、副議長に石川博

行会員が選出され議事に入りました。第21期運動報告承認の件、第21期収支決算報告承

認の件・同監査報告、第22期運動方針（案）承認の件、第22期収支予算（案）承認の件、

役員選任（案）承認の件、大会決議（案）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21回TKC東京都心政経研究会が第21回定期大会を開催しました!

出席者全員による大会決議文の朗読緒方隆幸幹事長による説明太田勝久議長（左）と石川博行副議長

天野清一会長挨拶

新宿支部新年会　集合写真新宿支部　新年会



FOURNINE NO.200  1312  FOURNINE NO.200

四谷支部新年会石川博行会員の還暦を祝って田中支部長とツーショット

渋谷目黒支部　望月　高志3 .	渋谷目黒支部

・新年会
1月14日（木）に南国酒家・原宿本店において、渋谷

目黒支部会員30名及び提携協定企業20名並びに大石
尚彦東京都心会副会長、田中順子秋期大学実行委員
長、中島剛東京都心会事務局長が参加して、渋谷目
黒支部の新年会が華やかに開催されました。
総務部長の井出行俊会員の司会進行のもと、大
石尚彦副会長（会長代理）より新年のご挨拶を頂

戴し、森脇仁子支部長からは「支部の一層の活
性化を目指します」との決意表明があり、板倉厳
会員の乾杯の音頭で懇親会が始まりました。途
中、ニューメンバーズの各会員から自己紹介があ
り、飯室真人会員からは日経産業新聞の記事に掲
載されましたとの話があり大いに盛り上がり、厚
生部長の山田誠一朗会員からは4月に予定されて
いる支部旅行のご案内がありました。また、久し

四谷支部　吉羽　恵介2 .	四谷支部

四谷支部は、下記日程で忘年会及び新年会を開催
致しましたので、ご報告申し上げます。
・忘年会
平成27年12月4日（金）、参加率40.5％	
TKC東京都心会研修室において、各委員会報告に
続き、渋谷目黒支部の土屋栄悦先生をお招きし、「相
続対策の基本と実務上の留意事項」というテーマで、
各項目ごとQ&A形式の資料にもとづき、大変わかり
やすくご講義頂きました。
その後、神楽坂の「志満金」に移動し、忘年会が
開催されました。その席で、昨年還暦を迎えられた
前支部長の石川博行会員を皆でお祝いし、たくさん
の笑顔溢れる忘年会となりました。
・新年会
平成28年1月20日（水）、参加率25.6％
新年会会場である神楽坂のフレンチレストラン	

	ラリアンスにおいて、株式会社LGブレイクスルーの
古田智子先生を講師としてお招きし、「徹夜で書いた
提案書では勝てない理由」というタイトルで、普段
あまりなじみのない提案書の書き方の重要性などに
ついてご講義頂きました。
その後、同会場において新年会が開催され、提携
企業様も多くご参加いただきこちらも賑やかな会と
なりました。

今回、忘年会においては出席率が40％を超えてお
り、活気あふれる支部活動が継続しております。
特に今年は、9月14日（水）に開催する秋期大学は四
谷支部が作り上げていくこととなりますので、田中
順子支部長を中心に一致団結し、最高の秋期大学に
しようと結束を強めた会となりました。

え、TKCシステムの改訂（FinTech、改正消費税対
応等）についてのお話しを伺いました。全国の支部
に先駆けて、飯塚専務じきじきにTKCのこれからを
アツ〜く語っていただけたことに皆一同感謝と誇り
の意を胸に抱きながら真剣に聴き入っていました。
研修後新年会が開催されました。忘年会に引き続
き、新年会も総勢60名近い参加者が集い、新年早々
のロケットスタート。新宿らしいにぎやかな会合に
なりました。
今回は田中順子四谷支部長、大井敏生総務委員長
も駆けつけていただき、秋期大学のアナウンスや会

員増強などの話しをいただきました。
余興に大同生命の特別大抽選会も開催され、会場
は異様な盛り上がり、しまいには紹興酒イッキを振
る舞い、当選者を祝福するハートの熱い会員も登場
して会場は終始興奮と熱気に包まれました。
締めは恒例のエール交換。筒木勝理事長が㈱TKC
の50周年の祝辞を述べ、大石尚彦副会長による三本
締め。
最後は、皆で記念撮影。「今年も新宿支部が率先し
て東京都心会を盛り上げていこう！」とみなが心に
誓い、会場をあとにした。
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中野杉並世田谷支部新年会中野杉並世田谷支部鏡開き

渋谷目黒支部　新年会集合写真渋谷目黒支部　森脇仁子支部長

中野杉並世田谷支部　笹岡　茂4 .	中野杉並世田谷支部

・忘年会
平成27年12月10日（木）、中野杉並世田谷支部の支部
例会&忘年会を開催しました。
新宿マインズタワー 21階会議室において、新宿支
部大屋賢一郎会員による「生産性向上促進税制〜申
請書類の書き方〜」の研修が行われました。制度の
概要等を分かりやすく解説頂きました。税制のメリッ
トが大きいので、関与先の設備投資の際しっかり説
明することが大切です。制度の重要性を再認識しま
した。
研修後、場所を全聚徳新宿店に移し忘年会が開催
されました。提携・協定企業並びに山下明宏会長、
田中順子四谷支部長の参加も頂き、美味しい中華料
理とお酒で大いに盛り上がりました。今年の漢字が
発表されることに先立ち、恒例の「今年の漢字の予想」
が行われました。当選者は新年会では表されます。
・新年会
平成28年1月9日（土）、大和ハウス本社23階スカイ
ラウンジにおいて、中野杉並世田谷支部経営支援セ
ミナー＆新年会が開催されました。
経営支援セミナーでは、講談師	日向ひまわり氏に

よる講談『広岡浅子「九転十起」』が行われました。
今大変話題になっているNHK連続テレビ小説「あさ
が来た」のヒロイン広岡浅子のお話しです。ほとん
どの参加者が講談初体験でしたが、張り扇で釈台を
たたきなが笑いあり！涙あり！感動あり！講談独特
の世界にぐいぐい引き込まれました。講談のあと引
き続き講演が行われました。『寄席演芸「講談」の世
界に入って』というテーマで講談師になった経緯、
修業時代のお話しは、普通の人は全く知らない世界
であり、とても興味深いものでした。寄席演芸をぜ
ひ生で見てみたいと強く感じさせる講演でした。
セミナーのあと新年会が開催されました。山本雄一
企業防衛制度委員長の挨拶のあと、新年にふさわし
く鏡開きで新年会がスタートしました。日向ひまわ
りさんも参加していただき、華やかな新年会となり
ました。昨年の忘年会で行われた「今年の漢字予測」
でみごと「安」を当てた5人の会員が表彰されました。
市川利夫会員の中締めのあと、最後は恒例の今年
の抱負を漢字一文字に表した紙を全員が掲げ記念撮
影。今年も橋本徳行支部長をみんなで支えて支部を
盛り上げていきましょう。

ぶりに支部の会合に出席された会員達からは元	
気で活躍されている旨の近況広告があり、秋期大学
のご案内を田中順子実行委員長から頂戴し、最後に
各提携協定企業の皆様からご挨拶とご案内をいただ
きました。

支部の会員同士で大いに語らい親睦を深め、加瀬
浩壱会員の三本締めにより盛会の内に終了しました。
森脇支部長の熱意と渋谷目黒支部の活力を感じさせ
る大変素晴らしい新年会でした。
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新宿税務署 
平成27年11月4日

齋藤 祐喜男 新宿税務署長   
 以下 7 名
山下 明宏 会長、
梅本  昇 新宿支部長
 以下 5 名

渋谷税務署 
平成27年12月7日

金森  勝 渋谷税務署長
 以下 7 名
森脇 仁子 渋谷目黒支部長
 以下 6 名

中野税務署 
平成27年11月10日

藤田 伸一 中野税務署長
 以下 7 名
太田 勝久 副会長、
橋本 徳行 中野杉並世田谷支部長
 以下 6 名

北沢税務署 
平成27年11月26日

長谷川 昭男 北沢税務署長 
 以下 5 名
山下 明宏会長、
橋本 徳行 中野杉並世田谷支部長
 以下 4 名

世田谷税務署 
平成28年1月28日

近藤 隆志 世田谷税務署長
以下 5 名

山下 明宏会長、
橋本 徳行 中野杉並世田谷支部長

以下 4 名

四谷税務署 
平成27年11月17日

高田 具視 四谷税務署長
 以下 6 名
田中 順子 四谷支部長
 以下 6 名
 以下 5 名

目黒税務署 
平成27年12月15日

諏方 正良 目黒税務署長
 以下 2 名
大井 敏生 副会長
 以下 4 名

杉並税務署 
平成27年11月25日

渡邉  希 杉並税務署長
以下 5 名

橋本 徳行
中野杉並世田谷支部長
 以下 4 名

荻窪税務署 
平成27年12月7日

安達 覚 荻窪税務署長
 以下 4 名
太田 勝久 副会長
 以下 4 名

玉川税務署 
平成27年11月24日

若林  均 玉川税務署長
 以下 5 名
山下 明宏 会長
 以下 4 名

税務署意見交換会

　TKC全国会では、全税務署において、書面添付及び電子申告の実践報告をはじめとした意見交換会を開催させてい
ただいております。当会においては、平成27年10月9日に東京国税局長を山下明宏会長と重田正人書面添付推進委員
長が表敬訪問し、新宿税務署を皮切りに、当会エリア内10税務署への訪問活動をすべて完了いたしましたので報告い
たします。
　意見交換会では、税務署長、副署長、総務課長に 1.当会活動状況について、 2.当会の書面添付（法人税、所得税、消費税）
実践状況について、 3.当会の電子申告実践状況について、 4.相続税書面添付の取り組みについてご説明いたしました。

新宿税務署

玉川税務署世田谷税務署

目黒税務署

杉並税務署

荻窪税務署

中野税務署

渋谷税務署

四谷税務署

北沢税務署

「平成27年度　税務署表敬訪問・意見交換会」開催報告
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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

岩田税理士事務所 岩 田　 護

増田会計事務所 増田　丞治

税理士法人尾藤会計事務所 尾藤　文隆

田中会計事務所 田中　清人

税理士法人アンビシャス 鈴木　信二

松坂会計事務所 松坂　和夫

税理士法人グランクスパートナーズ 大石　尚彦

M&H 税理士法人 増 田　 慎

税理士法人 Arzt 伊藤　武司

村松其三税理士事務所 村松　其三

長田正俊税理士事務所 長田　正俊

平澤会計事務所 平澤　一郎

廣瀬勝税理士事務所 広 瀬　 勝

税理士法人アンビシャス西新宿事務所 酒井真理子

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

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

松原圭吾税理士事務所 松原　圭吾

樽澤岳一郎税理士事務所 樽沢岳一郎

土岐会計事務所 土岐　旦造

斎藤会計事務所 斎 藤　 潤

渡辺完司税理士事務所 渡辺　完司

マエサワ税理士法人 前沢　永寿

八木澤康史税務会計事務所 八木沢康史

山城税務会計事務所 山城田鶴子

クローバー税理士法人 吉田　耕一

小嶋会計事務所 小 嶋　 隆

税理士法人依田会計 依田　友吉

税理士法人アルタ東京会計事務所 斉藤　弘明

近藤東吉税理士事務所 近藤　東吉

小髙会計事務所 小高　祐子

木下竜哉税理士事務所 木下　竜哉

石井大地税理士事務所 石井　大地

大屋賢一郎税理士事務所 大屋賢一郎

石川裕之税理士事務所 石川　裕之

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

井上税務会計事務所 井上　雅登

村田顕吉朗税理士事務所 村田顕吉朗

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

森木会計事務所 森木　隆裕

支部名 事務所名 会員氏名

四

谷

支

部

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

野明会計事務所 野 明とし子

TFS 国際税理士法人 山 崎　 泰

種生丈士税理士事務所 種生　丈士

税理士法人さくらホールディングス新宿事務所 伊 東　 貞

山浦佑太税理士事務所 山浦　佑太

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

加藤公認会計士事務所 加藤　正憲

税理士法人山岸会計 山岸　崇裕

藤田正男公認会計士・税理士事務所 藤田　正男

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

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

コンパッソ税理士法人 白井　輝次

税理士法人アイ・タックス 森脇　仁子

上田智雄税理士事務所 上田　智雄

鶴税務会計事務所 鶴　 仁 美

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

佐藤将樹税理士事務所 佐藤　将樹

長谷川会計事務所 長谷川孝子

税理士法人協立会計事務所 福澤　宏哉

板倉会計事務所 板 倉　 巖

税理士法人 KMC パートナーズ 木 村　 武

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

税理士法人安井パートナーズ 安井　信一

丸山祥史税理士事務所 丸山　祥史

加瀬税務経営事務所 加瀬　浩壱

税理士法人フローリ 大桑　慶子

山本会計事務所 山本　滋雄

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

パワーアライアンス税理士法人 若 杉　 治

脇坂誠也税理士事務所 脇坂　誠也

岡正志税理士事務所 岡　 正 志

税理士法人イデアコンサルティング 伊東　大介

浅生博介税理士事務所 浅生　博介

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

支部名 事務所名 会員氏名

渋
谷
目
黒
支
部

千葉修税理士事務所 千 葉　 修

安居謙太郎税理士事務所 安居謙太郎

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

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

藤本税務会計事務所 藤本　昌久

戸塚会計事務所 戸塚　浩司

濱路義朗税理士事務所 濱路　義朗

江種・藤田税務経営事務所 江種　康人

税理士法人 B.S. パートナーシップ 佐久間和夫

本間康弘税理士事務所 本間　康弘

はるた会計事務所 治田　千州

鈴木会計事務所 鈴木　康之

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

税理士馬場義男事務所 馬場　義男

小野寺誠税理士事務所 小野寺　誠

森代会計事務所 森代　茂男

五藤洋二税理士事務所 五藤　洋二

三浦税理士事務所 三 浦　 格

（株）イケダ経営マネジメント 池田　和史

星野会計事務所 星野実千江

保科会計事務所 保科　幹雄

橋本税務会計事務所 橋本　徳行

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

鈴木会計事務所 鈴木　啓修

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

山本哲郎税理士事務所 山本　哲郎

小川会計事務所 小川　絹代

㈱西村＆パートナーズ総合会計事務所 西村　道浩

山中朋文税理士事務所 山中　朋文

石黒民夫税理士事務所 石黒　民夫

廣瀬総合経営会計事務所 廣瀬　一俊

笹岡茂税理士事務所 笹 岡　 茂

大越秀子税理士事務所 大越　秀子

森超税理士事務所 森 　 超

對馬昭次税理士事務所 對馬　昭次

古田会計事務所 古田　尚彦

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

書面添付実践事務所一覧（平成27.1〜平成27.12）
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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

都道府県 地区 事務所名 会員名 電話番号

東京都 新宿区 梅本会計事務所 梅本　昇 3565-2227

東京都 新宿区 井上雅登税理士事務所 井上雅登 3235-2365

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 渋谷区 山田誠一朗税理士事務所 山田誠一朗 6805-1968

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 杉並区 濱路義朗税理士事務所 濱路義朗 3220-0641

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28年3月7日現在

　皆様の参加を申し上げております。

平成28年度生涯研修開講式のご案内

1．開催日時 平成28年7月5日（火）　13：30～17：00

2．開催場所 明治記念館

3．内　　容 （1） 13：30～13：45 平成28年度を迎えて 山下明宏会長

（2） 13：45～14：00 平成28年度研修計画 　濱路義朗研修所長

（3） 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（仮題）

   ～『TKC会計人の行動基準書』のポイントを読み解く～
    講師：古閑　宏TKC全国会総務委員長
    　　　（TKC九州会会員）　 　　　　　

（4） 15：45～17：00 税理士と地域金融機関の役割とは（仮題）

   ～中小企業の成長・発展のために～
    講師：落合寛司西武信用金庫理事長

（5） 17：15～19：30 懇親会
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会報『FOURNINE』200号記念特集

NO.1	 NO.1　内川清雄初代会長挨拶	 NO.2	

NO.5	 NO.6	 NO.7	

TKC東京都心会会報『FOURNINE』は本号をもっ
て創刊200号を迎えました。平成7年（1995年）7月に
創刊号（NO.1）を発行して以来、TKC東京都心会会
員、TKC全国会、株式会社TKC、提携・協定企業、
その他諸機関の皆さまに支えられて200号を迎えるこ
とができました。この場をお借りして厚く御礼申し

上げます。
ここに創刊号から200号までの軌跡を振り返り、一
部ですが、表紙等を掲載いたしました。
今後もTKC東京都心会の活動を広く周知し、知名
度アップ、会員事務所のアピールに役立つように、
躍動感のある情報を発信してまいります。

会報『FOURNINE』にみるTKC東京都心会の軌跡
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NO.18	 NO.28	 NO.28　村松其三第二代会長就任挨拶	

NO.29	 NO.39	 NO.40	

NO.15	 NO.16	 NO.17	
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会報『FOURNINE』（創刊号〜200号）にみる東京都心会の軌跡●

NO.50	 NO.50　筒木勝第三代会長就任挨拶	 NO.51	

NO.62	 NO.63	 NO.66	

NO.73	 NO.83	 NO.84	
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NO.105	 NO.113	 NO.113　天野清一第四代会長就任挨拶	

NO.114	 NO.116	 NO.127	

NO.94	 NO.100	 NO.103	

2  FOURNINE NO.113

　私は、７月１日より、筒木勝前
会長からバトンを受け取り、東京
都心会第４代会長に就任いたしま
した四谷支部の天野清一でござい
ます。
　先日、秋期大学の準備委員会の
なかで、昭和58年当時の故飯韶

毅名誉会長の講演のビデオを拝見する機会がありま
した。その内容の一部は、「電算化により会計事務
所の業務を合理化し、書面添付を推進することによ
り調査省略・申告是認という評価を税務当局から受
けるほどの監査をするのである」ということを熱く
講演している姿でした。　
　私も過去何度となく故飯韶名誉会長の講演を拝聴
しましたが、今、改めてその先見性、偉大さを痛感
し、またよくぞここまで私たちを導いて下さったと
感謝しているところです。
　22年前の講演が、現在から見ても古いものではな
く、私たちＴＫＣ会計人が今まさに行っている第２
次「成功の鍵作戦21」そのものであると感じてし
まったのです。
　日本の中小企業を取り巻く経済状況を見て、平成
14年からＴＫＣ全国会は、ＫＦＳの推進、第２次
「成功の鍵作戦21」運動を推進してまいりました。
　そして本年末をもって、締め括りの時を迎えるこ
とになりました。
　私たち職業会計人を取り巻く環境は、ものすごい
スピードで変化しております。
　金融関係を見ると、民法改正により包括根保証制
度が禁止され、担保や保証だけに頼る金融は、もう
できなくなってきているのです。また、去る６月29
日に来年春から施行される予定の改正商法におい
て、商人は「適時に」「正確な」商業帳簿を作成し
なければならないと明文化されました。　
　適時性を証明するのは、私たちＴＫＣ会計人が行
う毎月の巡回監査の実践です。そして、会計参与制

度の導入、株式会社と有限会社の一本化など、数え
切れないほどの改正、変更が目白押しです。
　しかし、私たちＴＫＣ会計人が行うべき毎月の巡
回監査の実施を断行していれば、恐れることは何も
ないのではないでしょうか？
　毎月の巡回監査を通しての、経営計画の作成支
援、ＦＸ２による業績管理、書面添付により適正申
告をし、そして黒字化をはかる。さらに、経営革新
の支援をしていく。これらを実践することにより、
我が国の中小企業の発展に寄与し、社会貢献とな
り、税理士としての社会的使命が完遂されるのであ
ると思います。
　電子申告も開始から１年が過ぎ、２年目を迎えま
した。ＴＫＣシステムを利用していれば、非常に簡
単にできます。世の中は便利になったものです。８
月からは東京都などでも、地方税申告も開始され、
益々便利になってきます。　
　今月７月より新年度となり、生涯研修も始まりま
した。生涯研修を受講し、書面添付の認定事務所に
なりませんか？　そして、皆さんと一緒にＫＦＳを
実践していきたいと思います。６月に㈱ＴＫＣの飯
韶真玄社長、飯韶容晟副社長よりＴＫＣ会員に対
し、ＴＫＣの株式の無償譲渡の提案が発表されまし
た。故飯韶名誉会長の自利利他の志を具現化したも
のであると思います。
　今、私たちＴＫＣ会計人は、金融関係、税務関
係、中小企業関係他、行政からも熱く期待されてい
るところです。
　私たちにはフォローの風が吹いています。しか
し、一人だけではこのフォローの風も弱いものです
が、会員一人ひとりが手をつなぎ、会員及び職員全
員でフォローの風を受ければ大きな力となります。
　新しい船出にあたり、東京都心会会員全員で手を
取り合って順風満帆で出航したいと思います。
　東京都心会会員皆様の叱咤激励とご支援ご協力を
お願いし、私の就任の挨拶といたします。

ＴＫＣ東京都心会会長就任のご挨拶

ＴＫＣ東京都心会会長　天野　清一巻頭言

ＴＫＣ会計人の行動基準書
第３章　実践規定の部

【書面添付制度】《書面添付の実践》
22．会員は、税理士法第33条の２に定める書面添付制度が、税理士の職業専門家としての信
頼に基礎を置くものであることを理解し、会員が計算し、整理し、または相談に応じた事
項を記載した書面及びＴＫＣ全国会が策定した完全性宣言書など一連の書面を申告書に添
付することを積極的に実践しなければならない。
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会報『FOURNINE』（創刊号〜200号）にみる東京都心会の軌跡●

NO.132	 NO.138	 NO.149	

NO.160	 NO.164	 NO.171	

NO.175	 NO.182	 NO.183	
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NO.191	 NO.192	 NO.195	

NO.196	 NO.198	 NO.199

会報「FOURNINE」（創刊号〜200号）にみる東京都心会の軌跡●

2  FOURNINE NO.184

会長就任のごあいさつ

　2012年年頭に当たり謹んでご挨

拶を申し上げます。

　ご承知の通り、我が国の中小企

業は、大変厳しい経済環境のなか

で喘いでいます。この環境が、改

善される見通しはまったく立って

おりません。いまこそＴＫＣ会計人は、中小企業の

再生と存続のために、動き回らなければなりません。

幸い私たちには、志を同じくする優秀な会員がいてく

れ、そして「ＴＫＣシステム」という武器があります。

　私たちの行動基準はあくまで『巡回監査』です。中

小企業の再生と存続を約束する最高にして唯一の支

援策『巡回監査』。

　しかしながら、この『巡回監査』をご存知ない、

中小企業経営者が、いかに多いことか。私たちは、

まだまだ現場のすみずみまで足を運べていないので

す。本当の『巡回監査』を社会にお届けしていきたい。

　その思い一点で、今年も『巡回監査』を徹底断行

してまいりましょう。

　我が国、中小企業のご繁栄と、同志であるＴＫＣ

会計人のますますのご活躍を衷心よりお祈り申し上

げます。

　さて、前号に引き続き「所信表明」を掲載させて

いただきます。

４．実践手段と方法

　関与先の社長様が、こんなことを仰います。「巡

回監査と書面添付を普及しなければこの国はよくな

らない」「巡回監査の普及は、会計事務所だけの仕

事ではない。巡回監査を受けている経営者にも責任

がある」うれしいことです。と同時に、こうした言

葉に背筋を正していただけます。このお客様の期待

に何としてもお応えしなければならないと武者震い

します。この言葉でおわかりのように、ＴＫＣ理念

が一直線にお客様に届くと、お客様のご期待は「わ

が社のために何をしてくれるか」という範疇を越え

てしまいます。巡回監査に社会的意義を感じて下さ

るようになるのです。社会的使命を持った事務所と

顧問契約し、指導を受けられる喜びと誇りを感じて

ＴＫＣ東京都心会会長　山下　明宏巻頭言

くださるお客様は、会務に奔走する所長にますます

期待を寄せてくださるようになります。「うちの先

生はＴＫＣで役に立っているのだな」「先生は本業を

通じて世直しをしている。わが社もそこに貢献して

いる一社だ」との感想をもってくださるのです。こ

れは只ならないことではないでしょうか。先にお話

ししたテレビコマーシャルをはじめとしたＴＫＣの

広報活動が、広く認知されている証ではないでしょ

うか。

　そこで東京都心会もその流れを積極的に取り込ん

でまいります。実践手段といたしまして、東京都心

会の活動を広く社会に認知していただくために、ブ

ログを活用した地域会独自のホームページを立ち上

げました。これまで各支部、各委員会の活動など

は、理事会出席の役員に、原則月に１度、書面で配

布され、報告され、また理事会で審議、承認された

活動方針を支部に下ろすという形態を取って参りま

した。その結果、顔の見える会員同士の結束は増し

ていきますが、支部例会に出席していただけない会

員には、情報が届きにくいというもどかしさがござ

いました。

　そこを一気に解決し、さらに拡張してしまおうと

いうのが、このHP・ブログ戦略です。

　今後は活動内容を、ブログ形式でタイムリーに報

告して参ります。写真も載せられますので、より臨

場感のある活動報告が発信されます。全会員が都心

会の活動をリアルタイムに把握できるようになりま

す。会員だけではありません。職員の皆さんも確認

することができます。「あの研修にやはり参加して

おけばよかった」などと感想を持っていただけるよ

うな内容も表示して参ります。会員、職員という垣

根を越えて「ＴＫＣ会計人」という括りで、情報発

信ができるようになると期待しています。従いまし

て、多くの「ＴＫＣ会計人」から建設的なご意見を

いただけるようになるかもしれません。そうしたら

しめたものだと思います。「会務活動をしなければ損

をする」「私も何かお手伝いさせていただきたい」

と思っていただけるような空気を発信していきます。

　ところでこの戦略は、ご推察の通り、範囲を地域

会の会員・職員に限定しておりません。ＴＫＣ会計

NO.183　山下明宏第五代会長就任挨拶	 NO.187	 NO.188	
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〜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」

TKC東京都心会研修所
所長　濱路	義朗

いま、会計事務所業界を取り巻く外部環境の大きな変化として、マイナンバーや消費税複数税率という法律制
度の導入に加え、新たな金融商品サービスであるFintech（フィンテック）の一端である、超廉価版のクラウド会計
を、一部の地方銀行が担ぎ始め、その取引先企業に積極的に紹介していこうとする動向が挙げられます。
これらの外部環境の変化に対応し、勝ち残る会計事務所となるには何が必要か？平成28年に開催する「年度
重要テーマ研修」は、昨年、ご好評いただいた事務所経営・戦略をテーマに、全国から選抜された会員先生に講
演いただきます。
所長先生及び幹部・ベテランスタッフの方々におかれましては必聴の研修として、ぜひとも受講いただきますよ
うご案内申し上げます。

※「年度重要テーマ研修」は、ＴＫＣ全会員に関わる重要なテーマを取り上げ開催する全員必聴の研修であります。
所長先生もしくは所長代理クラスの方は必ずご受講ください。

１. 開 催 日 時 日時：平成28年4月19日（火）　　13:00～17：30
会場：新宿ファーストウエスト
日時：平成28年6月21日（火）　　13:00～17：30
会場：渋谷ＦＯＲＵＭ８

２. 研 修 内 容 （１）第１部　当事務所の経営戦略
	 （自計化による顧客サービスの強化）
	 【４月19日（火）】講師：角掛博人先生（TKC東京中央会）
	 【６月21日（火）】講師：米田和弘先生（TKC関東信越会）
（２）関与先経営者インタビュービデオ
（３）第２部　当会計事務所の経営戦略
	 （事務所総合力の強化による月次サービスの質的向上）
	 【４月19日（火）】講師：原田伸宏先生（ＴＫＣ関東信越会）
	 【６月21日（火）】講師：押田吉真先生（ＴＫＣ神奈川会）
（４）マイナンバーと複数税率でＴＫＣシステムはこう変わる！
（５）FinTechの最新事情と（株）TKCの取り組み

３. 受　講　料 3,240円（税込み）／１人

４. 生涯研修時間 4.0時間

５. 参 加 対 象 会員及び幹部職員

６. 申 込 対 象 ProFITの研修カレンダーよりお申し込みください

年度重要テーマ研修のご案内（平成28年）



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




