７０００プロジェクト特別表彰事務所インタビュー
税理士法人望月会計（ＴＫＣ関東信越会）
望月宗敬会員、百瀬幸子会員、矢島 龍氏

名、巡回監査担当者が

スタッフは税理士が

けますか。
百瀬
会計士が

名、
名、その他に

名おり、会計事務所単体とし

総務・システムの担当が
パートが

名、公認

── まず事務所の概況をご紹介いただ

それぞれが専門性を持つ

会計事務所を中心にグループ 社体制で
8

4

名います。

松本市城西2-5-12
関与先：月次関与約330件
（法人・個人合計）
経営理念：関与先の発展なくして我が事務所の発展なし。所員の向
上なくして我が事務所の発展なし。
写真中央が代表社員・会長の望月宗敬会員、右が所長の百瀬幸子会員、左は矢島 龍氏

日にグループの全体会議

います。

── 最近の事務所経営の状況はいかが

顧問先の数は微増していますが、

ですか。
百瀬

顧問料の単価があまり上がらないので売

上高としてはそれほど増えていません。

ただ、私は資産税を中心に担当している

のですが、資産税がここのところ非常に

伸びています。資産税のおかげで利益が

当事務所は開業から

年経ちま

増えているという状況にあります。
望月

すが、昨年は良い成績でしたね。

経営相談機能を強化す るための別会社が

7000プロジェクトを担当

── 7000プロジェクトで全国第

グループのうちの

社にマネジ

年前にその機能をさら

トアシストをつくり、経営相談室長を務

に強化するため別会社としてマネジメン

あるのですが、

望月会計には経営相談室という部署が

担当しています。

7000プロジェクトについてはそこが

メントアシストという会社がありまして、

百瀬

位という実績を挙げられましたが、どの

毎月

日前後に各グループ企
業の代表者が集まり、戦略会議を行って

その他に、毎月

を行っていて、私が話をしたりします。

望月

や情報を共有しているのでしょうか。

── グループとしてはどのように方針

めています。

展開支援にも対応できる体制を構築し始

中小企業診断士など、各社が専門性と特

社体制で、社労士、行政書士、

40

ような体制で臨まれていますか。

ループは

をグループの経営方針としています。グ

税理士法人望月会計（TKC関東信越会）

長を持っている形です。最近では、海外

8

の百瀬幸子会員、中心となって実務を進めた矢島龍氏に、具

名ですね。望月総合経営のグルー

プ全体では約

ては

17

1

受けた税理士法人望月会計。会長の望月宗敬会員と、所長

望月総合経営は「中小企業の総合支援」

4

実践件数20件、全国第８位で７０００プロジェクト特別表彰を
50

1

10

体的な取り組みなどを伺った。
3

1
3

8

専担者を決めて窓口を集約し、
金融機関との良好な関係を構築
28
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いた矢島がそこの社長になりました。

めていて中小企業診断士の資格も持って
経営改善の必要な先をリストアップして、

す。最初は事務所内で巡回監査担当者が

たのです。

望月会計はもちろん認定支援機関にな

問税理士がいる手前、他の税理士は紹介

っていたのですが、金融機関としては顧

非関与先については、金融機関から相

しにくいということでした。それで中小

そこに私が入って支援しました。

の関係が非常に重要になるので、巡回監

談を受けて支援しました。金融機関が「経

経営改善計画については、金融機関と
査担当者が一人一人やるよりも、専任の

金融機関と認定支援機関で役割分担し、

が始まりました。
いうことで、弊社にご相

二人三脚で支援する

を受けるようになったき

際はどのような点に注意していますか。

── 具体的に経営改善計画を策定する

そうする中で、経営改善

出しに行っていました。

融機関に挨拶回りで顔を

たばかりの頃、地元の金

なっていたはずだというスタンスで臨ん

基本的にその問題がなければもっとよく

からこそ経営改善が必要となっていて、

常に大事だと思っています。問題がある

てしまったかということの振り返りが非

窮境原因の把握、なぜこうなっ

計画策定支援事業が始ま

でいます。窮境原因を把握することに時

矢島

り、ある金融機関の本部

間をかけながら、それをひっくり返すこ

まだ弊社ができ

の方に「マネジメントア

とで改善策にならないかどうかを検討し

単なるコストダウンだけでは黒字にな

シストが認定支援機関に
てほしい先はたくさんあ

らず、金融機関が望むような改善にはな

ていくような感じですね。
る」ということを言われ

なってくれれば、手伝っ

矢島

っかけはなんでしょうか。

── 金融機関から相談

談いただきました。

別の専門家に頼みたいと

っていない場合などに、

企業大学校で研修を受けるなどして、半

株式会社J Bridge Partners（業務提携先）：海外進出・日本進出支援

営改善の必要性あり」と判断した先で、

株式会社MKコンサルティング：経営革新支援・経営改善支援・社員教育

担当者を決めて集中して取り組んだ方が

株式会社財産ネットワークス長野：不動産コンサル・資産運用・相続対策

年かけてマネジメントアシストが認定支

株式会社マネジメントアシスト：事業承継対策・経営計画策定・意思決定支援

顧問税理士の協力が得られない場合や、

株式会社ビジネスブレーン：人材派遣・人材紹介・アウトソーシング

そういった関係も築きやすいと思います。

社会保険労務士法人MAC：社会保険・労働保険・給与計算

援機関となり、そこから関与先外の受託

税理士法人望月会計：税務・会計

顧問税理士がそもそも認定支援機関にな

件に
分

望月総合経営のグループ会社

── 7000プロジェクトにはいつご
ろから取り組んだのでしょ
最初の案件は平成

うか。
矢島

いま累計で

定しましたか。
矢島

の関与先はその内の約

の で、残りは非関与先で

3

実践しています。望月会計

21

トの対象先はどのように選

── 7000プロジェク

という形です。

ジェクトがうまくはまった

を作っていたところにプロ

手していて、少しずつ土台

トする半年ぐらい前から着

ロジェクトが正式にスター

期間を入れると7000プ

をいただいています。準備

月に計画への合意

年の
1

行政書士法人MAC：会社設立・許認可申請・契約書作成・相続手続
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26
1

ります。本当に社長の今までのやり方が

る事務所経営上の影響はいかがですか。

── 7000プロジェクトの推進によ

ていて、できなくはない計画だったとし

ただ売り上げは相手がある話なので、

まずかったということを、社長ご自身が

らないことが多いのが現実です。売り上

絶対できますということはいえません。

認識して改める気があるのかどうかが問

7000プロジェクトの仕事を矢島一人

金融機関とのパイプが太くなり
Win‐Winの関係に

こちらも専門家として向き合ってはいま

われている。そうすると上っ面だけで行

に任せたことで、巡回監査担当者が自分

ても「この社長にできるんですか」とい

すが、事業を一番よく知っているのは社

動計画を作って、社長に「やります」と

たちの業務に集中できるということはあ

げをどうやって増やすかを考えなければ

長なので、その部分に関しては社長の経

言ってくださいねと言っておくぐらいで

りましたね。担当者が自分一人で悩みを

った言い方をされるケースも最近ではあ

験や思いに頼る部分が非常に大きいです。

は、金融機関も納得しないし、おそらく

抱え込まないで、矢島に相談して一緒に

いけなくなります。

社長の話を受けて、売り上げは単価×数

結果が出ない。結果が出ないので、社長

なって顧問先の経営について相談を受け

直接的な影響ではありませんが、

量だという話などをして、具体的にどれ

の立場はむしろ前よりも悪くなるという

られるので、担当者としては非常に力に
矢島

この事業の案件を紹介いただく

なる体制になってきたと思います。

百瀬

をどう増やすのか、ヒアリングしながら

ようなところもあるかと思います。
してあげて、それを持続させるような取

そういった部分では社長に動機付けを

具体的な行動計画に落とし込んでいくこ
とが多いですね。
私も何か特別なトレーニングをしたわ

触があります。金融機関の本部の融資部

ことになると、金融機関の本部と必ず接
社長に対して、金融機関だから言える

の方とのパイプができたのはすごく大き

り組みが必要かなと思います。

出すという部分ではTKC会員事務所の

部分と、会計事務所だから言える部分が

いですね。

けではありませんし、社長の考えを引き
方なら十分できることだと思います。

あります。金融機関は数字の面は厳しく

では、なかなか口も出しにくいところが

るとか、商売のやり方のようなところま

指摘できますが、会社の業務の中身であ

巡回監査担当者から相談を受けて地銀や

金融機関との連携が強くなるのに伴って、

介するということは少なかったのですが、

うちの事務所は関与先に金融機関を紹

── 金融機関とのやり取りで注意して

的な要因を見ます。数字的な部分以外に、

あると聞いています。そういうところは

信金を紹介することができるようになっ

いる点はありますか。

社長の資質や性格、気質といったまさに

税理士や中小企業診断士といった外部の

てきました。

金融機関は定量的な要因と定性

定性的なところが問われます。とくに最

専門家である認定支援機関がアドバイス

矢島

近はそれが顕著になってきているかと思

機関の方からよく聞きますし、紹介での

融資先を探しているということは金融
し、まさに金融機関と二人三脚で支援で
きればいいですね。

います。
数値計画や行動計画としては筋が通っ
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金融機関と当事務所でお互いに貢献し合

ということで、喜んでいただけています。

融資は金融機関にとっても手堅い案件だ

ると、どんどん置いていかれてしまうの

いといけないし、取り組まないままでい

からこちら側もレベルアップしていかな

仕上がるという感じではないですね。だ

ていきたいと思います。

っています。こちらの支援にも力を入れ

── 会計事務所を取り巻く環境の変化

経営改善支援の業務が地域で必

事 務 所 と な り、 規 模 の 大 き い 企 業 の 支

ノウハウを溜めて地域で信頼される

貢献していきたいと思います。

関との連携を強め、地域経済の活性化に

の中小企業を救うべく、経営者や金融機

実感しています。引き続き一つでも多く

要とされているということをひしひしと

矢島

抱負をお聞かせください。

── 矢島さんと望月先生からも今後の

うWin‐Winの関係が徐々にできて
ではないかと思います。

年半ぐらい経験し

そこで感じるのは、7000プロジェク

に対し、どのように対応していこうとお

「中小企業の総合支援」で
地域経済の活性化に貢献していく

きていると思います。
── 改めて7000プロジェクトに取
この業務を

り組んだ感想をお聞かせください。
矢島

トが始まった当初と比べると、今の方が

考えですか。

て、かなりの件数を担当してきました。

業務の難易度が上がっているのではない

高い報酬はいただきづらくなっています。

補助金がなくてもビジネスとして成り立

金繰り支援や事業再生支援をするなど、

援 も で き る よ う に な り た い で す し、 資

金融機関や保証協会の見る目がだんだ

中小企業の経営環境が厳しくなっている

つように成長していきたいと思っていま

従来の会計事務所の業務では、

ん肥えてきたというか、厳しくなってき

ので、当然私ども会計事務所もそれに応

す。

百瀬

ていて、金融機関から同意を得るための

じて環境が厳しくなっているという状況

かということです。

作業に気をつかうようになったというこ

私はオーナーですし、 年もや

ってきていますから完全に離れるという

望月

だと思います。
以前より、当事務所では経営支援ので

とを感じます。数字の整合性ももちろん
大事なのですが、それ以上に実現可能性

年で会長

を引退して相談役になろうと思っていま

わけにはいきませんが、あと
ました。関与先から経営の相談を受けて、

す。せっかく今のようなグループをつく

きる事務所づくりを念頭に取り組んでき
うまく事業を展開していけるようなサポ

であるとか、行動計画の有効性がすごく
自分が最初の頃に作った計画を今の私

ったので、そこにいる

社は小さい

ートをしていくといったことをやらない

社

が見ると稚拙に見えますね。これでよく

けれども、力を合わせて、本当に「中小

（TKC出版 蒔田鉄兵）

ってもらいたいと思っています。

と会計事務所は駄目になっていくだろう
また、事業が続くように支援するとい

通 っ た な と（笑 ）
。売り上げが根拠もな
まで伸ばさなくても改善可能でしたから。

う点では、事業承継が重要なテーマにな

企業の総合支援」をできるグループにな

今は最初の頃と同じことをやっていれば

と思います。

問われるようになってきています。
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1

く伸びる計画になっていて、しかもそこ

1
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