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―まず、個人会計事務所を開業された
理由をお聞かせください。
　会計士の仕事では、単に会社の決算
書が正しいということを調査・証明する
ことのみならず、「監査プラス指導性」と
いう色々なコンサルティング業務を行っ
ていました。しかし、私自身は、会社の
決算書が正しいかどうかという判定より
も、お客様に色々アドバイスすることが
好きでした。経営者の方々には会計や財
務など問題解決型の身近なアドバイス、
コンサルティングの需要があるはずだと
いう思いでした。いわば、経営そのもの
のアドバイスはできないのですが、その
経営のまわりにあること、会計の改善・
効率化、税務プランニング、財務計画、
このあたりについてはアドバイスができる
のではないかと考えました。そういうコン
サルティングの世界で身を立てたい。そ
して、経営者の顔が見える仕事をしたい
という思いが非常に強かったので、自分
で開業することにしました。
―現在、職員が25名ということですか
らそれは実現できているわけですよね。
　いえ、まだまだだと思っています。現在、
事務所の業務を大きく２つに分けており、
経営管理事業部では、経理部や財務部
の現状分析、改善の提案や決算ごとの分

析、月次経営会議の進め方の指導など
を行っています。決算診断や経営改善
の提案、パソコンを中心とした業務改善
の提案からお客様になっていただいた会
社には、継続的な顧問として、毎月、財
務や税務などのアドバイスを行っており
ます。言い換えれば、企業を元気にする
仕事と言いましょうか、業績改善（黒字
決算定着）の仕事だろうと思っています。
　もう１つは、ソリューション部という、
いわゆるスポット業務中心のチームで
す。Ｍ＆Ａ、合併や組織再編のお手伝
い、相続対策、再生プランニングなどが
あります。最近の珍しい事例では、医療
法人同士の合併や財団法人の合併など
も手掛けました。また、相続対策と会社
分割を絡めた仕事も行いました。問題解

決には、色々な方面から解決策を探す必
要があり、そのためには、組織再編や会
社分割、Ｍ＆Ａを採用したりということに
なるわけで、弁護士はじめ外部の専門家
の方々や金融機関などと協力体制を敷い
ています。現在、事務所として資格者は
公認会計士が2名、税理士が2名、税
理士一部合格者が11名、ＦＰが4名と
いう形ですので、まだまだ色々な方々に
事務所に加わって頂きたいと思います。
―お客様はどうやって増えてきていらっ
しゃるんですか。

　良い仕事をすれば、結果的に
同じような仕事が依頼されてくる。
そういう中で、だんだん仕事の幅
が広がってきたのではないでしょ
うか。目の前に来た仕事を真剣に
やれば、当然、答えを見つけるた
めにはその周辺分野のことまで調
べていかなければいけませんよね。
とすれば、そこである程度の仕事
の厚みが出てくる。ひとつの答え
を出すためには、色々な可能性を
探っていかなければなりません。

そして、いくつかの答えの中からこれが
一番いいのではないか、とか、あるいは
お客様と相談して決めていくことになり
ます。その中で「仕事の報酬は仕事」と
いう言葉がありますが、色々な方が見て
くださっている。そして、また仕事の紹
介が来るということですね。
―業務の拡がりについてはいかがでしょ
うか。
　例えば、相続対策などをやっていきま
すと、会社の分割や合併とかいう世界が
広がってきます。従って、今、私どもの
仕事の重要な柱としては、例えば、組織
再編や合併、会社分割、あるいはＭ＆Ａ
がその中心業務に移っています。また、
医業関係においては、たまたま紹介を受
けた一人のお客様からだんだん拡がって

いくという形で、現在事務所の3分の1
くらいのお客様が医業関係者ではなかろ
うかと思います。
―最後に、経営者の方々へアドバイス
をお願いします。
　どんな大不況でも2～3割の会社は
実は景気が良いと思っています。不況
というのは言ってみれば限界企業、と言
うと失礼ですが、色々な尻尾を切るた
めの行事ではないでしょうか。１つの会
社の中でも改善の見込みのない仕事を
やめ、もっと収益の見込める分野に出
て行く、そういう機会ではないかと思っ
ています。今の仕事、そして世の中は
デフレ時代です。同じ商品を同じやり
方で同じ市場で売っていて、会社が利
益を出し続ける方がおかしい。とすれ
ば、品質を上げ、現状よりも高い商品や、
新しい分野に出て、数量か単価を上げ
ていくしかありません。そのため、私ど
もが今一番力を入れているのが、経営
計画業務です。これは、単純に言えば、『１
日診断』と呼んでいますが、まず現状
の問題点を短期間で把握し、報告、次
に１日でできる経営計画（Ａ３用紙１枚
シート計画）という計画づくりを行って
いくものです。中小企業の経営者の方々
は頭では考えていても、本当の計画と
いうのはまだできていないのではないか
と思います。経営ビジョンという言葉が
ありますが、最初に変わりたいと思い、
絵を描かなければ変われませんからね。
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企業に “ 元気 ” を与えたい。
経営計画の提案でビジョンの実現を

　以前は公認会計士として、大手監査法人において上場会社の監査に従事していた
経験を持つ長伸幸氏。最近は、顧問先拡大、事務所活性化を目的に、論理的な思考
により具体的に行動する会計事務所のための研究会組織「マーケティング研究会」
にも参画。「常に進取創造の精神でチャンレジしていきたい」という理念のもと、精
力的に活動を展開している長氏に、事務所経営のポリシーなどについて聞いてみた。

講師：江里口 吉雄
           （相続支援ネット・代表）
　相続とは何か。それは財産の
大半をしめる不動産の調査から
はじまり、接道する道路の調査
が最初の第一歩になる。しかし、
現場の調査を行うと不動産実務
の難しさにぶつかる。
　そんな不動産調査に必要な建
築指導課・都市計画課・法務局
での謄本・公図・地積測量図な
どといった土地評価の基本調査
手法を解説。また、遺産分割に
必要な相続財産調査の早期見極
め手法も学べる。12,600 円（税
込み）ＤＶＤ２枚組（約 200 分）
２月 21 日相続支援ネット主催セ
ミナーを収録。
制作：相続新聞社 TEL：03-5858-6712

　財務会計ソフトウエアを開発する
株式会社セイショウシステムテクノロ
ジー ( 本社：東京都新宿区、代表者：
井上達也氏、以下ＳＳＴ)は、国内の金
融機関の入出金データを、弥生株式会
社のパソコンソフト「弥生販売０９」「弥
生会計０９」に取り込める「銀行デー
タステーション」を４月２日に発表した。
　銀行データステーションは、インター
ネットバンキングの金融機関データ
やExcelデータを取り込み「弥生会計
０９」「弥生販売０９」の伝票にデータ
を自動変換するソフトウエア。販売管
理を行う上でのデータの消し込みはも
ちろん、経理データの入力の手間など
が激減するソフトウエアだ。
■導入メリット
　経理データの約７割は金融機関の
データと言われている。銀行データス
テーションなら、ＣＳＶインポート機能
を使ってデータを取り込むことにより、
「弥生販売０９」に登録されている売掛
金の消し込みを自動で行う。もちろん
データ取り込み後に「弥生販売０９」で
修正を行うことも可能だ。銀行が提供
するサービスと異なり安価に売掛金の
消し込みをすることができる。
　また「弥生会計０９」にデータを取り

ＳＳＴ 銀行の入出金データで売掛金の消し込みをする
ソフトウエア「銀行データステーション」を発売

そこが知りたかった！
相続実務マニュアル

相続実務ＤＶＤシリーズ

込むことにより、預金の日付、取引金額
などの取込データを自動的に仕訳に変
換するため、金額や勘定科目の入力ミ
スはもちろん、人による勘定科目の違い
がなくなり、入力、照合作業から開放さ
れる。そのため、作業にかかる膨大な
時間と人件費が不要となる。

■対応ソフトウエア
　弥生株式会社　「弥生販売０９」「弥生会
計０９」
　※順次対応ソフトを増やしていく予定。
■対応可能な金融機関データ形式
　Microsoft(R) Money 形式（OFX ファイル）
で提供される金融機関データ
　アンサー形式（API ファイル）で提供さ
れる金融機関データ
　全銀データ形式［入出金、振込・振替］（TXT
ファイル）で提供される金融機関データ
　その他テキスト形式（CSV ファイル）で
提供される金融機関データ
※注意事項
　全ての金融機関につき、対応の確認が取
れているわけではありません。
　また現在、対応可能な金融機関データで
も先方金融機関の仕様変更などにより対応
できなくなるケースもあります。

■価格
○銀行データステーション　弥生会計０９版
１社対応版  52,500 円 ( 税込 )
複数社対応版  84,000 円 ( 税込 )
○銀行データステーション　弥生販売０９版
１社対応版  73,500 円 ( 税込 )
複数社対応版         105,000 円 ( 税込 )
○銀行データステーション　弥生パック

（弥生会計０９版・弥生販売０９版）
１社対応版              105,000 円 ( 税込 )
複数社対応版         157,500 円 ( 税込 )
■問い合わせ
株式会社セイショウシステムテクノロジー
担当：第一営業部　小野・石坂
東京都新宿区大京町 23-3
四谷オーキッドビル 4 階
TEL:03-5368-3041　FAX:03-5368-3941
URL:http://www.seisho.com/
MAIL:info@seisho.com
■関連サイト：データステーション
http://www.datastation.co.jp/


