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一般社団法人中小企業税務経営研究協会理事。ITA大

野税理士事務所。株式会社CHANGE 代表取締役。

税理士。昭和59年生まれ。東京都出身。平成24年

税理士登録。平成27年、一般社団法人中小企業税務
経営研究協会理事に就任。主な著書に、「「繁盛する
27年・秀和システム）、「税理士の『お仕事』と『正

体』がよ〜くわかる本」（平成28年・秀和システム）
がある。

一氏と、理事である大野晃氏に、同協会の歩み

私たち中小企業税務経営研究協会は︑税

理士業界の地位向上を目的とした税理士による

藏田

教えてください︒

一般社団法人中小企業税務経営研究協会（東京

年５月に設立された同協会の大

された、税理士による税理士支援のための組織
である。平成
きな特徴は、運営者も現役の税理士であるとい
年の５月末に設立し︑９月に

︱︱
らは２年半が経過しています︒

は会員の募集を開始しました︒活動を始めてか

団体です︒平成

供できない、日々の業務に裏打ちされたサービ
は︑税理士が運営する税理士支援のための団体

う点にある。大手コンサルティング企業でも提

スが好評を博し、募集会員は毎年定員に達して

名ずつ募集していて︑３年連続

で定員に達し︑ 名まで増加しました︒毎月の

会員は毎年

です︒本誌では２０１５年
材をしており︑今回は約２年ぶりの登場となり

けていて︑そちらを含めると全体で会員数は

経過した現在は、新規顧客次々と獲得し、大き

本日は︑同協会の代表理事である藏田陽一先

紹介ください︒

定例会に出席できない方に向けて通信会員も設

る。本稿では、同協会の代表理事である藏田陽

私自身は 年前に税理士として開業したので

ます︒

ほどになります︒

増やしたい﹂というビジョンを掲げています︒

藏田

︱︱
﹁真の意味で経営者の役に立つ税理士を

どのような理念をお持ちですか︒

ます︒また︑独立開業した方がきちんと売上を

企業の水準よりも高く設定することができてい

を達成しています︒さらに︑職員の給与も中小

すが︑現在事務所では残業なし︑休日出勤なし

届けしています︒

通信会員の皆様にもこの内容をＤＶＤにしてお

きして２カ月に一度開催している定例会です︒

藏田

一番の核となっているのは︑講師をお招

私たち自身が支援できる中小企業の数には限り

実現できることです︒会員事務所の皆様にはぜ

これらは事務所の経営がうまくいくからこそ

﹁顧問先に解約されそうだな﹂﹁顧問料の値下

たちは自身が会計事務所として活動しています︒

所向けにセミナーを行ったりしていますが︑私

大手のコンサルティング企業も会計事務

ひこのような経営を実現してほしいと思ってい

げをきりだされそうだな﹂といったことも︑お

大野

ま た︑﹁ 税 理 士 に な り た い 若 者 を 増 や し た

ます︒それが︑会計業界の活性化につながると

れ。千葉県出身。早稲田大学大学院修了。外資系コ

ンサルティングファームでの勤務の後、都内３つの

会計事務所での経験を積む。平成20年、蔵田経営会

計事務所を開業。平成27年、一般社団法人中小企業

税務経営研究協会を設立。主な著書に、
「行列のでき

る税理士事務所の作り方」（平成23年・ぱる出版）、

「小さな会社・個人事業者のための『通帳1冊』経理

術」（平成23年・日本実業出版社）がある。

ですから︑会計事務所が直面する事例に合わ

蔵田経営会計事務所代表。税理士。昭和50年生ま

るのです︒

い﹂という思いも強く持っています︒この業界

私は考えています︒

一般社団法人中小企業税務経営研究協会代表理事。

客様と接しているから分かるわけです︒

に限らず︑現在は日本全体で若手を獲得するの
︱︱

■藏田陽一（くらた・よういち）

どのような取り組みを行っているのかご

が課題になっています︒

営力を身につけるための経営情報を提供してい

上げることも︑とても大切です︒

80

12

く成長を遂げた会計事務所の事例も出てきてい

20
60

月号で同協会へ取

いるという。さらに、運営開始から２年以上が

一般社団法人中小企業税務経営研究協会

毎年定員が埋まる
会計事務所による支援組織

や会員事務所の成功事例についてお話を伺った。 いてお話を伺います︒まずはあらためて足跡を

■大野 晃（おおの・あきら）

都渋谷区）は、会計業界の活性化を目的に設立

生と理事の大野晃先生に︑この２年の歩みにつ

飲食店が必ずやっている開業資金の調達方法」（平成

27

27

があります︒ですから︑まずは税理士自身に経

10
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会員や通信会員以外に向けた取り組みも

顧問先を獲得できるホームページ

︱︱

会計事務所のホームページはまだまだ結

あるのでしょうか︒
藏田
果につながるとはいえないものが多いのが実情
です︒そこで︑私たちは﹁税務顧問契約を獲得
できる会計事務所のホームページテンプレー
ト﹂を提供しています︒こちらは賛助会員に向

近くの申し込みがあって︑各地で成

けたもので︑同じ地域に２事務所までの限定で
す︒既に

このテンプレートも通常のウェブ制作会

果が出始めています︒
大野

年間会計事務所経営をするなかでで

社が作っているものとは異なります︒藏田先生
が実際に
得た知見に裏付けされているわけです︒

企画に反映させます︒例えば︑現在はフィンテ

そして︑私たちはその悩みをセミナーなどの

ではなく︑その後のフォローまで考えられてい

このテンプレートは単に顧問先を獲得するだけ

たお客様を獲得できてしまうこともあります︒

ています︒チャットで寄せられる相談は会計事

ポイントだと思っています︒同じ会計事務所同

ックの波が押し寄せています︒フィンテック企
るのです︒

せてセミナーや講演を企画できるという自負が

士だからこそ共感してもらえるセミナーなので

業もよくセミナーを開催していますが︑私たち

一般的な話として︑ウェブサイトから来られ

す︒
また︑こちらも会員と通信会員が対象な

藏田
︱︱

のですが︑年に約
20

どのくらいの相談数があるのでしょうか︒

多いと感じます︒ですから︑マーケティングを

大野

持つ会計事務所は多い印象です︒

︱︱
年間で述べ１５００件以上の相談に乗っ

もいます︒しかし︑学んだことを独自の方法で

ゼロから学んでご自身で実践しようと考える人

て透明化していくことも︑中小企業の役に立っ

す︒こういった部分をこのテンプレートによっ

最終的な目標は︑中小企業の支援を行うことで

すると︑２カ月で

手法を拝見し︑調整のアドバイスをしました︒

入会されてからは︑そのリスティング広告の

社という猛烈なスピードで

体現できる方はかなり限られると私は考えてい

新しい顧問先を獲得することに成功したのです︒

が掲載されていない事務所にいきなり連絡しに

藏田

状態になっています︒

獲得しようと思えばいつでも獲得できるような

現在はフェイスブック広告の運用も開始して︑

ます︒

覚えたところで︑顧問先を獲得して売上を上げ

くいでしょう︒その意味ではユーザーに親切な

いくらマーケティングの重要な用語の意味を

られなければ意味がありません︒そういった理

合わせて顧客数をコントロールするまでになっ

わずか数カ月のうちに︑事務所の体制に

︱︱

このテンプレートを使ってホームページを作

設計だと思います︒

ますから︑再現性もあるしスピードも速いわけ

顧問先が連絡を取ってくるケースも出ています︒ 藏田

ているのですね︒

す︒文京区で開業した高田先生は︑かなりコミ

成した私たちの会員に︑何年間も無申告だった

︱︱

税理士のサービスが高かったり︑その中身が分

ュニケーション能力が高い方です︒ですから開

です︒

ていただくことはできますか︒

からなかったりするから頼めなかったのでしょ

業後は︑月額３万円の顧問先を毎月平均１件弱

池袋の高田先生も成功している事務所で

大野

う︒そういった方々も︑適正に申告︑納税を行

例えば︑価格設定と商品定義ですね︒現

在︑会計事務所が生き残るためには﹁低価格戦

かなり順調なように感じます︒

くらい獲得できていたのです︒
︱︱

しかし︑高田先生はさらに顧問先件数を

にしたいという課題を抱えていたのです︒

増やし︑顧問先に自分が訪問しなくていいよう

藏田

うことは税理士の使命だと考えています︒

といわれています︒
低価格戦略を選んだ会計事務所があるとしま
す︒ところが︑２万円くらいしか顧問料を取れ
ていないのにも関わらず︑毎月訪問してしまっ
︱︱

た︒その後は広告も抑えながら月に２件︑３件

件を獲得しまし

たりするわけです︒このテンプレートでは︑低

をされていると伺っています︒事例としてご紹

藏田

ようになっています︒

進んだことで︑現在はパートさんを雇用できる

高田先生は始めの７カ月で

価格路線でもきちんと利益が出るような商品の

といったペースで獲得しています︒計画通りに

としている石田先生という方がいます︒開業し

︱︱

定義を行えます︒

か ら 見 て も 分 か り や す い も の で す︒ 以 前︑ さ

て１年ほどの間︑ご自身でリスティング広告の

いますか︒

さらに︑もちろんこのホームページはお客様

まざまな業種を対象としたある調査において︑

施策を行ったりもしていたのですが︑成果には

藏田

お祖父様が税理士で︑阿佐ヶ谷にある会

他にも順調に成長された方はいらっしゃ

﹁会計事務所のサービスは顧問料を含めて不透

つながっていませんでした︒

35

明だ﹂という意見が多くありました︒私たちの

杉並区で開業され︑現在は板橋区を拠点

介いただけますか︒

会員である会計事務所も目覚ましい成長

３事務所の顧客拡大事例

略﹂﹁特化戦略﹂﹁高付加価値﹂などの道がある

そのテンプレートの具体的な特徴を教え

中小企業の立場で考えてみると︑料金表

ていると考えています︒

会計事務所の先生方には勉強熱心な方が

大野

ご相談を提供しています︒これが大変好評です︒ の課題をテーマにできるわけです︒

確かに改善の余地があるホームページを

の企画は本当に税理士が知りたいフィンテック

務所の日常の業務から生まれたものです︒

40
10

回のチャットツール上での

あります︒そこは他の組織との大きな差別化の

一般社団法人中小企業税務経営研究協会（http://zeimukeiei.jp/）

論が盛り込まれているテンプレートになってい

38
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計事務所を承継した佐野先生という方がいらっ
︱︱

それはなぜでしょうか︒

すね︒会計事務所の職員も生産性が上がって持

感を持っています︒

てる件数が増えるわけです︒

ほとんどなくなり︑高付加価値な領域が残ると

どのような点でしょうか︒

年後の会計事務所の業務からは作業が

しかし︑お祖父様の時代からの古くからのお
私は考えています︒ですから︑それまでに職員
︱︱
会計事務所以外の企業がフロントとなっ

藏田

客様が多いので︑何も対策を採らなければ長期
に教育をしたり︑サービスの在り方を考えたり
大野

しゃいます︒

的には顧問先は減少してしまいます︒佐野先生
するために資金が必要だと思うのです︒

ただし︑人工知能などとは別のところに危機

は既存の事務所は既存の事務所で運営をしなが

定的に毎月約１・５件の新規顧問先を獲得して

策を実施しました︒取り組みを始めて以後は安

ることになるでしょう︒

想されます︒ただ︑その場合は事務所の数は減

優秀な人材がたくさん流れ込んでくることも予
れば確定申告が完了するといったイメージです

ます︒例えば︑コンビニの店頭でスキャンをす

この業界に高付加価値な業務が残るとすれば︑ て︑顧問先を獲得する可能性が高いと思ってい

います︒このペースの増加であれば︑体制が追
高度な業務をやる﹂というイメージになってい

ら︑新たにご自身でリスティング広告などの施

いつかないということもありません︒既存の収
ると思います︒
ありがとうございます︒大野先生はいか

目指すは業界の活性化

︱︱

がでしょうか︒
大野
を教えてください︒

中小企業税務経営研究協会の今後の展望

何冊も読んでみて︑﹁やはりテクノロジーはた

員数を増やせる道が見えてきました︒ですから︑

フィンテックや人工知能に関する著書を

ね︒

益を維持したまま︑新たな収益を獲得できた事
︱︱

年後には﹁税理士は

例です︒

コンビニで確定申告完了
藏田

人工知能で仕事が完全になくなるといわれる
全体で２００会員くらいまではすぐに達成した

通信会員︑賛助会員という形も含めて会

だのツールだな﹂という感覚になっています︒

職種も確かにあります︒例えば︑タクシー運転
いと思っています︒

今後の会計業界はどのように変わってい

手もテクノロジーで代替されるとよく言われま

実は︑現在は会計事務所にとって稼ぎ時

くとお考えですか︒
藏田
すが︑それは運転に人が要らなくなるというこ

この業界はすぐに苦しい時代を迎えるという
とです︒税理士の場合︑税務以外に判断が必要

できません︒採用に関するテンプレートのよう

集客しても採用できなければ会計事務所は発展

日本は少子高齢化にありますから︑﹁人工知

また定例会や経営情報をお届けするＤＶＤで

な領域がなくなることはありません︒

ラウド会計もパーフェクトではないことが分か
能に仕事が奪われる﹂という感覚が強いと思い

なものもうまく開発していきたいですね︒

年ほど続くと

ってきましたので︑この状況は

は︑事務処理の領域に関する有用なコンテンツ
を作っていきたいですね︒これらが１〜２年後

代でも若手と呼ばれるよう

ることで生産性があがって儲かるということで

この業界は

藏田

上げたいと思っています︒このメディア事業で

加価値業務だけが残る時代がやってきます︒で

しかし︑先ほど申し上げたように︑今後は付

頭を切り替えて︑顧問先が望んでいる財務︑経

務や会計の能力は必要です︒ただ︑これからは

な状況にあります︒もちろん︑税理士として税

収益を上げようと考えているわけではないので

営︑マーケティングについて学んでいかなけれ

な方法でも構いません︒そうした知識があれば

ミナーを提供していますが︑もちろんどのよう

私たちはそれらを身に着けるための教材やセ

すから︑まだ構想の段階ではあるのですが︑藏

最後に読者へのメッセージをお願いしま

顧問先の役に立てることは間違いありません︒

税理士を始めとした士業が食べられなくなっ

さらに︑付加価値が事務所の差別化につながり︑
現在の会計業界はどちらかといえば暗い

る﹂﹁顧問先を獲得できない﹂などネガティブ

ていくとメディアでよく取り上げられています︒

大野

な話題が聞こえてきますが︑それは全く楽しい

しかし︑私は同じ年代の大手企業に勤務する人

生き残りの戦略となっていくのです︒

ことではありません︒この状況のままでは若い

たちよりも多い報酬が取れると思っています︒

と楽しいものに変えていければいいと考えてい

私たちはその会計業界のイメージをワクワク

います︒ぜひ︑一緒に会計業界を盛り上げてい

コントロールできる最高の仕事だと私は感じて

者に頼ってもらいやりがいがあって︑忙しさも

もちろん︑お金が全てではありません︒経営

ます︒なぜならば︑本来の会計事務所業務とは

けたらうれしいですね︒

した︒皆さまのますますの発展を祈念していま

本日は貴重なお話をありがとうございま
保険を売ったり︑経営コンサルティングをした

す︒

たいのです︒

からこそ︑もっといい職業だと認識してもらい

営者のマインドを変えられる存在なのです︒だ

り︑創業支援を行ったりもします︒税理士は経

会計事務所の業務は税務だけではありません︒ ︱︱

それくらいの価値があるはずだからです︒

す︒

人の採用が今まで以上に難しくなってしまいま

イメージだと思います︒﹁顧問料が下がってい

す︒

︱︱

ています︒

ウハウを提供できるようにしていきたいと考え

すが︑﹁一般社団法人から取材された﹂と会員

現在は私たちがメニューとして提供している

ています︒

ばいけません︒

です︒高付加価値路線はまだありません︒

のは会計事務所の低価格戦略を標準化したもの

もう

ます︒ただ︑実態はあくまで人工知能を活用す

見方もありました︒しかし︑この２年くらいク

現在の支援の中心は集客の部分です︒ただし︑

ではないかと感じています︒

︱︱
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10

田先生とともに別の組織を立ち上げて︑そのノ

２点あります︒ひとつはメディアを立ち

に向けた目標です︒

を持ちたいですね︒

考えています︒それまでにある程度稼ぎ︑資金

10

さんのブランディングにつながればいいと考え

大野
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税理士による会計事務所支援で新規顧客の獲得を加速
INTERVIEW

