
BIZUP ACCOUNTING OFFICE MANAGEMENT REPORT1

私は国税当局に 10 年間ほど勤
務しましたが、必ずしも税務調査
がしたかったとか、そういう訳で
はありません。結婚するのが決ま
った時、「どこかで働かなければ」
ということで入ったんですね。
最初に配属されたのは、税務署

の所得税部門で、調査といっても、
無申告の人を１日に２、３件訪問し
て課税していくというものでした。
対象は無申告の方々ですから、

資産税専門の事務所として成長を続けるエーティーオー財産相談室。代表の阿藤芳明氏は、
「相続財産は法人化で残しなさい」を皮切りに、多数の著書を執筆。いずれも好評を呼んでお
り、いまや各種セミナー等の講師としても引っ張りだこである。もともとは国税専門官とし
て活躍していた同氏。税理士資格を取得し、資産税専門事務所を開業するに至ったエピソー
ドや今後の戦略について話を聞いた。

お客様への感謝を忘れず
資産税専門事務所の強みを活かして
業務拡大を目指す

税理士法人エーティーオー財産相談室

帳簿やメモが残っているわけでは
ありません。ただ話し合いをして、
「じゃあこれくらいで申告して下
さい」というようなことをやって
いく訳ですね。このようなことを
何十件もやっているうちに、仕事
へのモチベーションを維持するこ
とができなくなり、法人税の調査
部門に異動を申し出ました。
所得税の担当では、国税局に行

けるのは、査察部を除けば、資料

調査課あるいは所得税課といった
系統しかありません。法人のよう
に調査部がないので、国税局に異
動できるのは圧倒的少数です。一
方で法人税ならば局に調査部があ
りますから、国税局に異動できる
可能性が高くなります。また、海
外絡みの事案も出てきますから、
個人の無申告を相手にするよりは
ずっと面白いだろうと思っていた
のですね。

物足りなさを感じた税務専門官時代
在職中に税理士資格取得を目指す

東 京 都
渋 谷 区
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それから数年後に、念願かなっ
て法人の調査部門へ配属されまし
た。「さあこれからだ」と思ってい
たのですが、実際のところ対象は
中小企業がほとんどで面白い事案
も少なく、あまりやりがいを感じ
ることができませんでした。また、
当時の税務署の雰囲気は、だいた
い５時頃に業務が終わるとすぐに
飲みに行くとか、そのような様子
でした。現在はだいぶ雰囲気も変
わっているようですが、「これでは
成長できないな」と思い、在職中
に税理士の勉強を始めました。他
の職員の方との軋轢もありました
よ。「どうして俺たちと飲みに行か
ないんだ」と言われることもあり
ましたね。このような経緯で税理
士の資格を取り、また国際税務を
やりたかったので、英語の勉強を
して、外資系の事務所に入るため
の準備を進めていきました。

退官後は、外資系のアーンスト
アンドヤング税理士法人（当時は
アーンストアンドウィニー）に入
社します。当時のいわゆるビッグ
エイトです。ここで「ようやくや
りたいことがやれるかなあ」と思
いましたし、職場には外国の方も
いて、外国人の上司とも非常にウ
マが合って、気分は本当に華やか
でした。その上司とは、一緒に食
事に行ったり、お正月に家に招待
したりと、家族ぐるみでよい経験
をさせていただきました。
ところが、逆に日本人の上司と

全くウマが合わず、ずっと不満に
思っていたことがあり、何かのき
っかけで辞めると言ってしまった
んです。あれほど憧れた外資系、

それを目指して一歩一歩やってき
たのですが、若さゆえの一言で退
社することになり、結局、在籍し
たのは１年ほどでした。
外資系の会計事務所は、給料こ

そ国税当局時代の倍だがもう懲り
た、でも給料が減るのは困る。し
かし、日本の会計事務所は給料が
低い、さてどうするかと考えてい
たところ、知人から「タクトコン
サルティングは給料がいい」とい
う話を聞きました。外資系の夢が
破れ、半ばヤケクソな気持ちで面
接に伺ったのですが、この当時、
私には資産税の経験などありませ
ん。税理士試験程度のことを知っ
ているレベルで、相続税の申告書
すら書いたことがありませんでし
た。譲渡所得だって特例ばかりで
面倒ですし、正直に言って、やり
たい仕事ではありませんでした。
ただ、すでに結婚して子供も

２人いましたし、マンションも購
入して住宅ローンもありましたの
で、本当に給料のためだけに入社
しました。
ところが、いざ働き始めると、す

ぐに代表である本郷尚先生の人柄に
惚れてしまいました。こんなことを
言うと怒られるかもしれませんが、
本郷先生から税法を教わったことは
全くないんです。
ただ、「商売の仕方」とか「人

と人との気持ち」、特に「人に感謝
する」ということを、嫌というほ
ど教わりました。

外資系税理士法人へ転身も・・・
１年で退社しタクトコンサルティングへ

落ち着いた雰囲気のエントランス
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しばらくして独立開業に至るわ
けですが、独立当初、お客様はた
ったの１件でした。そこから 10 万
円の顧問料を確保していたのです
が、最初に借りたワンルームマン
ションの家賃が 15 万円です。その
時点で生活できないのは明らかで
すよね。そんなとき、「何月何日は
空いているか？ダブルブッキング
しちゃったから私の代わりに講演

をしてくれないか」と本郷先生か
らお電話を頂きました。でも実際
のところ、そんな話は嘘なんです。
仮に本当だったとしても、当時、
タクトコンサルティングもすでに
大きくなっていましたので、私じ
ゃなくても代わりが務まる人なん
ていくらでもいます。その頃、私
の事務所は 15 万円か 20 万円の講
演料をいただくと「その月はなん

とかなるかな」という程度でした
から、そのためにお声掛けくださ
ったんですね。もっと言うと、私
のために仕事を取ってきてくれた
んじゃないかな、とさえ思ってい
ます。この時は泣きましたよ。以
来、「人の情け」を忘れてはいけな
いなと考えるようになりました。
現在は、本郷先生から教わった多
くのことを真似させてもらってい
ます。例えば、お中元やお歳暮、
金一封、商品券など、相続が終わ
ると、報酬とは別に感謝の気持ち
を頂くことも少なくないですが、
これを私個人の懐には入れずにプ
ールして、みんなに配っています
し、職員にもそうさせています。
また、本郷先生の下で働いてい

て何より役に立ったのが、それま
でに経験したことのない様々なこ
とを経験させていただいたことで
す。今でこそ講演や執筆を活発に
行っていますが、それらは全てタ
クトコンサルティングで初めて経
験させていただきました。もちろ
ん、失敗もたくさんしましたよ。
あるとき銀行の勉強会で講師をし
たのですが、夕方６～７時頃、銀
行の仕事が終わった後にスタート
するんですね。すると、銀行員の
方々は疲れのためか全員が寝てし
まうんです。このような経験が刺
激になり、以降は「最後まで飽き
させないで話を聞いてもらうため
にはどうすべきか」ということを
心がけるようになりました。
もうひとつ、これも本郷先生に

教えていただいたことですが、「嫌
なお客様は追うな」ということも
実践しています。お客様とは結局、

独立開業後も貫く本郷尚先生の教え
人と人との気持ちを大切に

スタッフが作ったという阿藤先生の人形は、
今や事務所のマスコットだ。
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相性が非常に重要なんです。100
人いたとして 100 人全員をお客様
にすることはできません。嫌なお
客様をお金のために追いかける
と、こちらも凄くストレスを感じ
なければなりません。連絡も密に
取り合えませんし、するとお客様
を更にイライラさせてしまい、挙
げ句、クレームになります。そう
なれば、他のお客様へのサービス
にも影響してしまいます。お金を
たくさん頂けそうなお客様でも、
相性が悪ければ仕事は受けない方
が良いと思います。
独立したばかりの時はお客様

もいないし、１人お客様が取れる
か取れないかというのは大問題で
すが、それでも、嫌な客は追わな
いということを忘れてはいけませ
ん。

自分のノウハウは積極的に公開
有益な情報発信がビジネスに繋がる

タクトコンサルティング時代
に、お客様向けの様々な情報発信
を担当したことがあります。
当時、本の執筆を手伝ったりは

していたものの、新しい情報を探
し、それを加工して発信する経験
などしたことがありません。いろ
いろと探しまわってネタを見つけ
ていたのですが、これが非常に仕
事の役に立ちます。情報を発信す
る人の所には、情報が自然と集ま
るのですね。逆に言えば、情報を
発信しなければ、情報を集めるこ
とが中々難しい。このような経験
ができたからこそ、独立してから
も情報発信は大切にしています。

現在、お客様向けの会報誌のほ
か、「エーティーオー通信」「えー
っと通信」というメールマガジン
を配信しています。税務の情報は
あまり面白味もなく、お客さまか
ら見ると特にとっつきにくいもの
ですから、文体はできるだけ読み
やすい形で提供するよう心がけて
います。「えーっと通信」の中身は
税理士の職員が交代で作っていま
すが、「今月はまた私の番か」と嫌
な顔をしながら作っているかもし
れません。しかし、このような情
報発信はどこかで経験しておいた
方が絶対に良いと思います。
昨年、「相続に強い税理士にな

人形はいつも窓際に。事務所全体を見守っている。
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るための教科書」という本を出版
しました。「税理士としてはこうし
ないとダメだよ」ということを書
いたのですが、こんなにノウハウ
を教えちゃっていいのか、という
事をよく言われます。しかし、こ
れも本郷先生の教えのひとつなの
ですが、私は、自分のノウハウを
独り占めしてもいいことはないと
考えています。例えば、お客様が
1000 人いるとして、これが全てう
ちに来ることはありません。また、
来たとしても対応できません。書
籍や講演がきっかけで、いろんな
税理士先生からお話をいただいた
り、お手伝いしたりすることも多
いです。有益な情報を発信し続け
れば、どこかで仕事に繋がるので
はないかと思っています。
私が独立して仕事もないとき、

自分の母親を引き取り同居するこ
とになりました。それまで住んで
いた狭いマンションでは窮屈なの
で、無理して郊外に家を買うこと
にしたんです。ある時、たまたま
良い土地を見つけ、不動産屋に行
き、その社長と価格交渉しました。
「私はこういう仕事をしています
から、お客様向けに勉強会でもし

ませんか。手弁当でやります」な
どと言っていたのですが、直後に
社長の親戚が亡くなり、相続税の
申告をお手伝いすることになった
んですね。今でも覚えていますが、
報酬に 250 万円程いただいて、こ
れだけで何ヶ月か食べていけまし
た。本当に偶然でしたが、この時
ほど人の縁を大切に思ったことは
ありません。
よく、「どうすれば相続が事業

として成り立ちますか」という質

問をいただきます。自分に力が
なければ駄目なのは当たり前です
が、とはいえ、自分の力なんてた
かが知れています。謙遜でもなん
でもなくて、10 のうち３か４くら
いあればいいんですよ。本当に必
要なのは、色んな方とのご縁です。
「人と人との気持ち」、特に「人に
感謝する」ということを忘れずに
いれば、それが自ずとビジネスに
繋がっていくのではないかと思っ
ています。

退官後は、アーンスト＆ヤング会計事務所、税理士法人タクトコンサルティングを経て独

立。税理士法人エーティーオー財産相談室を設立した。資産税のスペシャリストとして幅

広いフィールドで活躍する。著書に『相続財産は「切り離し」で残しなさい』『相続に強

い税理士になるための教科書』『相続財産は法人化で残しなさい』『円満な相続の本』など

がある。 

【e-JINZAI コンテンツ】

「相続財産を残す 法人化による節税対策」 

「財産の『切り離し』による相続節税対策」など

阿藤 芳明　先生
税理士法人エーティーオー財産相談室　代表 税理士

阿藤先生の著作
執筆活動にも活発に取り組んでいる

　＜掲載書籍＞
　「相続に強い税理士になるための教科書」
　「相続財産は法人化で残しなさい」
　「相続財産は『切り離し』で残しなさい」


