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MAPマガジン創刊10号＆年末特別号 12月は東京と大阪で忘年会を企画！
2016年1月からの企画もアップ。
繁忙期に入る前に今からチェックを！
！
【新着コラム】
(P6)介護特化型事務所のネットワーク「介護事業経営研修会(C-MAS)」全国顧問
【特集①】
(P7)新商品リリース！
『介護収入シミュレーションシート』
【特集②】
(P20)創刊10号特別企画「編集長 手塚宏が語るMAPマガジンに込められた想い」
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◇ 浅野 泰生 （あさの やすお）

株式会社ＭＡＰ経営 代表取締役社長

1972年生まれ。愛知県一宮市出身。
「経営計画」一筋26年の株式会社ＭＡＰ経
営 代表取締役社長。経営計画の立案を通じ社長の課題設定力を醸成し、
行動計
画の徹底と人材活用の両面からビジョン構築とその達成を支援するビジョンナビ
ゲーター。税理士、
企業経営者向けに年間70回の講演。専門性の高い内容を、
事
例を交え分かりやすく説明する講義が好評を博す。著書に
『最強「出世」
マニュア
ル』
（マイナビ新書）
がある。

「期待」を文面に記す
「本当に会社に貢献できているか…」
「上司から何を期待されているの
か…」皆さんの会社でこのような嘆きは聞こえてきませんか？どこの会社
にも、
やる気があるのに報われない人、
良かれと思ってやったのに上司

セミナー情報はP15・P17・P20へ！

＊＊＊＊ 殿
貴殿には来期の組織運営の中で重要な役割を担っていただきます。
私から貴殿に対する期待は下記の通りです。
記
１．
私の最終意思決定に対し、
120％コミッ
トすること
２．
３年後の担当部門のビジョンを示し、
メンバーと共有すること
３．
意思決定された課題解決策を具体的にデザインし、
120％実施できる体制を構築すること
４．
ＭＡＰバリューその他決定事項に関して、
模範的行動で率先垂範すること
５．
ムードの良い職場環境を演出するため、
ビジネスシーンで明るく楽しくポジティブな態度を演じ切ること
６．
メンバーのポテンシャルを最大限に発揮させるため、
自身が更なる成長を遂げること

から叱責される人がいます。私は、
会社や上司の期待が社員に正確に
伝わっていないことが原因の一つであると考えます。私は、管理職に

以上
2015年10月22日
浅野泰生

「期待」
を文書で記すことにより、
双方の共通認識が高まりま
「リーダーへの期待」
（当社では
「導く人」
になって欲しいという思いから、 このように
す。
また、
定期的に振り返りを行うことにより、
社員がその
「期待」
に近づ
管理職呼称をすべて リーダー としています。）
と題して、
文書にして手
渡しするようにしています。
こちらは、
リーダーの一人に示した内容です。 いていきます。
02

実際には私の名前を筆ペンでサインしています。

03

専門コンサルタントコラム編―各種業界から実務に役立つ最新情報―
◇ 樋口

明廣 （ひぐち あきひろ）

会計事務所出身 顧問先育成型会計事務所の提唱者
株式会社インターフェイス 代表取締役 「会計事務所を通じて中小企業を活性化
する」
という理念のもと、顧問先育成型会計事務所のビジネスモデルを提唱している専
門コンサルタント会社。全国１３０事務所のＭＡＳ事業化を支援し、成功事務所を多数
輩出。会計事務所を知り尽くし、
その強みを活かした高付加価値型成長戦略の提案に定評がある。

私が思う、
ＭＡＰ活用論 第５回
ＭＡＰで事業承継期のＭＡＳ① セミナー情報はP9へ！
今回は、
ＭＡＰを使った
「事業承継期のＭＡＳ」
というテーマについて
書きます。事業承継というと会計業界では、株価対策・相続税対策を
イメージすると思います。すると、
ターゲットは株価の高い企業という事
になりマーケットを小さくしてしまっています。事業承継には、
「 経営承
継」
「 支配権承継」
「 財産承継」の３領域の支援があります。企業サ
イドに立って事業承継期の最大の悩みを考えてみましょう。多くの企
業は経営承継で悩んでいます。
「息子で経営できるだろうか？」
「次の
代のビジネスモデルはどうすればよいのか？」
といった点です。
これらの
悩みは株価の出ない赤字企業にも存在しますからマーケットは一気
◇ 酒井

に広がります。
その中でも今回は、後継者育成とＭＡＳについて考え

ます。後継者が経営者として成長する最大の機会は何でしょうか？後
継者塾に行く事？同業者の大手で学ぶ？
・
・
・ＮＯです。中小企業の後
継者育成で最も効果がある方法は、
「自分の会社の現状を分析し」
「改善策を練り」
「ひとつづつ改善実績を積むこと」
です。
そのプロセ
スの中で後継者の自信が醸成され、経営者としての意欲が高まりま
す。
もうお分かり頂けると思いますが、後継者育成の最良の方法は
「ＭＡＳ」に他なりません。弊社の顧客事務所様のＭＡＳ受注の５割く

憲行 （たかはし けんこう）企画の達人

問料を増やし、巨大事務所化をはかる人も多い。特化事務所は、
マー

京都工大講師、近大講師。ニュービジネス協議会委員会委員等を歴任。企業や官

ケティング支援することから多業種も他の会計事務所から乗換がおこ

◇ 高橋

公庁等へ20年以上のコンサルタント歴。
ビジネスに不可欠な企画と企画書の体系を
創始、大企業を中心に多数の企業に導入。現在 株式会社企画塾代表取締役。ア
サヒビール再出発時やミノルタα7000開発前の顧問として関与するなど事業やヒット
商品に多数関わる。
その他多数のプロジェクトに参画。増売拡販大事典(ダイヤモンド
社99年）
増販増客実例集(企画塾01年）
に収録。JMMO設立後は各地の会計事務所むけに顧問先の増

んマーケティング知識も提供しつつ巨大化する。
しかし一方、
旧来の事

販戦略や、
そして会計事務所の顧問先増のご支援も実施。

務所は圧倒的だ。顧問先を

顧客を強くし、
顧問料も増額へ
不況下でも業界マイナス成長でも伸びる……
マーケティング

Ｉ
ＰＯ支援業務を経て、
家庭と企業の経営を
助けるためソニー生命のライフプランナーに転身
「社長の腹にすと〜んと落ちる！キャッシュフロー経営ゲーム研修講師」

１億総活躍の時代（LGBT）
昨今、
ダイバーシティ
（＝多様性の受入れ）
の一環としてLGBTについて
取り上げられることが増えています。
LGBTとは
「レズビアン、
ゲイ、
バイセ
クシャル、
トランスジェンダー」
の頭文字をとった総称でいわゆる性的少
数派の方を指す言葉として用いられています。
ある統計によればLGBT
の方は人口の５％〜７％いるとも言われており、
左利きあるいはAB型の
割合と同じくらいいることになります。
最近でこそ国内外の経営者やス
04

ようという現状維持姿勢の、
一見「堅実な事務所」
だ。
こ
れは会計事務所の９０％以

育成の機能を担えると感じるとＭＡＳは受注できるんです。現社長と
後継者が一緒に将軍の日に参加し、現状分析と今後の計画を練る

円事務所、
３億円事務所へのロードマップ」
（企画塾2008年刊）
に収
録したものだが、
ますます会計事務所ではこのロードマップへの動きが

ような機会を作るとかなりの確立でＭＡＳが受注できます。後継者育

激しい。
開業直後は大変だが、
いま弊社には開業前から会員になる人

務所」
さらに「低価格事務

成の家庭教師というＭＡＳの売り方にチャレンジしてみては如何で

も多く、
そこにマーケティング展開を徹底する。
たとえば飲食店だけを顧
問先にしようとして徹底し、
マーケティング支援も含めて
「特化事務所」

所」
に顧客が次々と流出す

しょうか？顧問先でそのようなＭＡＳを提供し、成果と顧客満足を提供
できれば、必ず口コミ拡大で新規契約が増えますよ！
！
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）

として成功する人は多い。
一方、
低価格で徹底する人も多く、
ネットとス
カイプを使って訪問しないで全国区で顧問先にするために、
一気に拡
大する。
その後、
業種対応を果たしてマーケティング支援するなかで顧

◇和仁 達也 （わに たつや） ビジョナリーパートナー

ポーツ選手を中心にカミングアウトする方が現れていますが、
身近に感
じないのは多くの方がカミングアウトしていないからです。
本来、
誰が誰を
好きになろうと自由で良いと思うのですが、
それが多数派と異なるという
だけで生き辛さを感じ、
家族にも友人にも職場でも打ち明けられず、
ご本
人が持つ本来の力を発揮できずにいる方がいらっしゃいます。
例えば男
性だからといって
「彼女いるの？」
と訊くだけでも彼にとっては苦痛になる
のです
（
「恋人いるの？」
は良いそうです）
。
そうした方が職場やクライアン
トにいるかもしれない前提で皆が振る舞えたとき、
「１億総活躍」
は少し
現実的になるのかもしれません。
（続く）
私は月に１度
「まじめな雑談」
という場を設けることで、
視野を広げていま
す。
もしこの記事を読んでご興味を持ってくださった方は、
どうぞお気軽に
ご連絡ください。
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
takanori̲nakamura@sonylife.co.jp

上と見られ、
これらの事務所
は
「特化事務所」
と
「巨大事

るのだ。
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）

セミナー情報はP17へ！

月給25万円のサラリーマンから独立し、経営コンサルタントに。月1回訪問・月額15万
円からスタートし、
今では月額30万円以上の顧問先を複数抱え、
年間報酬3000万円
を軽く超える人気コンサルタントに。顧問報酬が長く続く、
「パートナー型コンサルティン
グ」の手法で、顧問先の契約継続実績は平均5〜7年。中には15年以上支援してい
る顧問先も存在する。
この「高額報酬で長期契約が続くパートナー型コンサルティン
グ」
を学びたいコンサルタントや士業が殺到し、
養成塾や合宿が常時満員御礼。教材も爆発的に売れている。

実践で実力を発揮するコンサルタントと
発揮しないコンサルタントの違い
コンサルタントを実戦対応力という点で観察すると、2パターンに分か
れる。
かたや、
資格取得までは成績も良く順調だったのに、
いざ実戦と
なると、
その力が発揮されないコンサルタント。
かたや、
資格の有無にか
かわらず、
実戦でしっかりと力を発揮してクライアントの支持を得るコン
サルタント。
その両者の間に横たわる壁があるとしたら、
その正体は何
か？それは、
目線の違いではないか。
前者は
【カリキュラム目線】
で、
後者
は
【クライアントのお困りごと目線】
。
例えば、
「人の悩みを抱える会社の
◇西尾 太 （にしお ふとし）
スーパー人事コンサルタント
いすゞ自動車株式会社人事部。 株式会社リクルート入社、
人材総合サービス事業部門。
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社
（CCC）
人事部門（最終役職：人事部長）

家庭と会社の経営計画アドバイザー

維持しよう、
顧問料を維持し

さて、
ここで会計事務所のロードマップをみてみよう。
これは拙著の
「１億

篤司 （さかい あつし）

隆敬（なかむら たかのり）

がら、
拡大し、
税理士を多数抱えて、
顧問先へ専門的に対応し、
もちろ

らいは、後継者のいる事業承継期の企業なんです。ＭＡＳが後継者

が計算されていない、
というケースがありました。
各施設それぞれの
「会計
上の損益」
は計算されていますが、
多額の減価償却費や在庫の存在、
そ
中小企業向け再生請負人
してさしたる根拠も無く行っている多額の本社共通経費の配賦などによ
株式会社マネジメントパートナーズ[MPS] 代表取締役
中小企業診断士。三菱商事にて子会社社長や海外関連会社の役員などを歴任後、 り、
試算表だけを見ていても各施設で実際どれだけのキャッシュが生み出
2009年独立、
2010年MPS設立、
現職。MPSは、
「Every wall will be a door!
（な
さ
れている
か良くわかりません。
そんな状態で、
施設の閉鎖やリストラなど、
んとかなる）
」
をモッ
トーとして、
窮境に陥った中小企業支援を専門に行うコンサルティ
ングファーム。2015年8月より会計事務所向けサービス
「MPS-OJTクラブ」
を立ち上げ、
経営改善計画策定
重要な意志決定がなされようとしていました。
これでは闇雲に前に進んで
〜改善施策実行〜MAS監査獲得までをOJTで会計事務所に学んでもらうプログラムを提供している。
いるのと変わりません。
この例では、
施設毎の資金収支表や、
プロフィッ
ト
キャッシュフロー
（CF）
経営の重要性
センター毎の資金繰り実績・予定表、
またCF計算書を作成すべきです。
何も会社がすべてやる必要はありません。
顧問税理士が支援してもいい
窮境企業に共通する弱点の一つに
「キャッシュフロー
（CF）
の視点の欠
ですし、
私達のような事業再生コンサルタントを短期間導入して、
キャッ
如」
があります。
事業再生の現場では、
「CF計算書が作成されていない」
シュフロー経営の仕組み作りをするのも手っ取り早い方法です。
事業がど
「資金繰り実績・予定表が作成されていない」
「事業所や事業部毎の資
んなに大きくなり複雑になったとしても、
経営の原理原則は変わりません。
金収支が計算されていない」
「投資判断において目標回収期間という視
街の八百屋と同じで、
一日
（一ヶ月、
一年）
の終わりにどれだけの現金が
点がない」
といったケースに遭遇することが多々あります。
そうなる原因は、
手元に残ったか、
が大事です。
そのために、
中小企業経営の現場におい
経営者自身のキャッシュフローに対する意識が低いためですが、
それでい
て、
キャッシュフロー経営の重要性が再認識されることが必要と考えます。
て資金繰りにはいつも困っています。
また顧問税理士も、
税金に直接影
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
響しないキャッシュフローには無頓着です。
最近の事例ですが、
いくつもの
kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）
宿泊施設を抱える旅館業
（年商数十億円）
で、
施設毎のキャッシュフロー
◇ 中村

るため、
次はその業種を徹底して顧問先化し、
顧問料を適切にもらいな

2005年 株式会社クリーク・アンド・リバー社
（C&R社 ジャスダック）人事・総務部長。
2008年 フォー・ノーツ株式会社設立 代表取締役社長。

問題」
をどうとらえるか？前者は
「労務管理」
「賃金制度」
ととらえ、
後者
は
「社長と社員の立場の違いからくる危機感のズレ」
ととらえる。前者
でとらえると、
習ったこと全部を相手にぶつけようとするので、
クライアン
トは
「一般的だなぁ、
そこは自社とは関係ないのでは？」
と興醒め感を抱
く。
後者だと、
相手にピンポイントで焦点を当てているので、
クライアント
は
「そうそうそう
！まさに、
そうなんです」
と共感を覚える。影響力を発揮す
る人は、
【カリキュラム目線】
で習ったことを、
【クライアントのお困りごと
目線】
で再構築している。
であるので、洗い替えでよいだろう。毎回ゼロリセットでいい。
でも、年収のすべてが洗い替えだとどうだろう。イチローにとっての打
率だ。基本給が毎年洗い替え式で、
たとえば社員の半数が毎年いく
らかでも給与が下がるとしたらどうだろう。実際そういう人事制度はよく
見かける。
そういう状況で、社員は前向きに働けるんだろうか。鞭打た
れて仕事しているように感じないだろうか。打率が下がったらどうしよ
う、
って思わないだろうか。月給が1000円下がって、年間12000円
の減給によるモチベーションのダウンは、12000円より小さいだろう
か。月給が1000円上がってもたいしてモチベーションは高まらないか

安打数と打率を考えた人事制度

もしれない。でも1000円下がって失われたモチベーションとの差はも

イチローが言っていた。安打数は積み上げで減らないからいい。打席

のすごく大きいと思う。合理的な制度と人の気持ちは違う。給与を上

に立つのが楽しみになる。増えるから。打率は減るから、打席に立つ
のが嫌になる。だから安打数。人は誰でも、
ポジティブなものが増えて
いくのはうれしいものだろう。充実感をもつ。貯金もそう。人事制度は
長い間、積み上げ式だった。いわゆる年功序列がそれ。バブルがはじ
けて以降、洗い替え式がもてはやされた。積み上げ型は、給与の高止
まりを招くから悪だという考え方だ。
どんなもんだろうか。給与が下がる
仕組みは必要だ。パフォーマンスと給与は比例しているのが理想であ
り、中長期的に下げることもできる仕組みは作っておくべきだ。でない
と、仕事をしないのに給与が高止まりしている人のために、
その周囲
は著しくやる気を失うからだ。賞与は会社業績に連動させるべきもの

げ続けなさいと言っているのではない。年功序列を肯定しているので
もない。給与が下がるべき人は下げるべきだと思う。ただ、積み重なる
もの、少しずつでも増えていくもの、
という前提があって、例外として下
がるという運用が大切なんじゃないかと思う。能力は高まるのだから。
要は、安打数と打率をうまく組み合わせて運用しようということだ。
そこ
が運用の妙だと思う。だから、人の気持ちを考えた実際の運用をイ
メージしないと人事制度は作れない、
ということだ。
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）
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◇原田 匡 （はらだ ただし）

NEW

医療・介護特化型コンサルタント
株式会社ケアビジネスパートナーズ 代表取締役。1970 年生まれ。京都大学法学
部卒業。
自らデイサービスを経営した経験から、
医療・介護特化型コンサルタントとして

ア
（元気高齢者）
層をターゲッ
トにしたサービスに乗り出す。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
金融市場には、
自身の資産を分散投資し、
長期的に資産を守り、
育てて

様々なノウハウを開発・発信している。介護特化を目指す会計事務所の全国ネット

いこうとする概念、現代ポートフォリオ理論 なるものが在りますが、
同社

ワーク組織
「介護事業経営研究会
（C-MAS）
」
の全国顧問を務めると同時に、
同じく、
介護特化志す社会保険

の戦略にも、
高齢者のライフステージに照準を合わせ、
かつ、
連続性
（ア

労務士の全国ネッ
トワーク組織「介護経営総合研究所
（CB-TAG）
」
の代表を務める。社会保険労務士・税理
士・会計士・地域金融機関・各種団体と連携しながらの介護経営者向けセミナー・研修回数は全国で年間150
回を超え
（2013 年実績）
、
年間延べ6,000 社を超す介護事業者と触れ合い、
実体験に基づいた経営支援活
動を行っている。著書としては
「介護元気化プロジェクト
（エル書房）
」
「介護事業所の経営の極意と労務管理・
労基署対策・助成金活用
（日本法令）
」
、
執筆雑誌としては
「デイと運営と経営
（QOL サービス）
」
等がある。

介護業界におけるポートフォリオ戦略
皆さんこんにちは。
Ｃ−ＭＡＳ介護事業経営研究会、
全国顧問の原田匡
です。
これから介護事業の現場で起きていること話題になっていることを
お伝えしてまいります。
2015年10月より社名変更を行った ユニマッ
ト
リタイアメント・コミュニティ（旧ユニマッ
トそよ風）
社の、
今後の事業展開
に関する記事が先日出ていました。
参考になる部分も多いのでは？と思い
ましたので、
今回お伝えいたします。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ショート活用のシェアハウス、
年明けに開設
-ユニマッ
ト、
元気高齢者向け事業拡大
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
今月から社名を変更した ユニマッ
ト リタイアメント・コミュニティ（旧ユ
ニマッ
トそよ風）
の平家伸吾社長は14日の説明会で、
今後の事業方針を
示した。
以前から取り組んできた介護保険サービスに加え、
アクティブシニ
◇竹内 実門 （たけうち みかど）
船井総研発 会計人向けコンサルタントの第一人者
1992年、株式会社日比谷花壇入社。5年間のバイヤー経験を経て、1997年に

に組み込まれているような感覚を覚えます。
同じような展開イメージを持た
れている経営者の方々も少なからずいらっしゃるかと思いますが、
これを機
に、
頭の中だけでなく紙に落とし込み、
是非、
自社の ポートフォリオ戦略
について、
社内や外部に説明できるぐらいの 見える化 を図ってみてもい
いかもしれません。
そうすることで、
自社の展開戦略の ロジック が明確に
なり、
方針が、
よりはっきりと定まってきたり、
或いは頭に思い描いているだ
けでは見えてこなかった 穴 が見え、
より精度が高い戦略構築を助けるこ
とにもつながってくるでしょう。
僭越な物言いに聞こえてしまうのであればご
容赦いただきたいのですが、
規模の大小を問わず、
発展・成長を志すこれ
からの介護経営者は、
本当の意味での 経営能力 を磨いていくことが絶
対条件となってきます。
外部環境が大きく変化する 変革の時期 には、
平時の経営とは異なる姿勢や能力が求められます。
自社の今後の経営
の在り方について、
何が不足しているのか、
それをどう埋めるのか、
是非、
一度、
時間を取って考え、
検討してみてもいいかもしれませんね。
以上、
何
かのお役にたてれば幸いです。
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）

きるのです。
私もコンサルタントとして、
いろいろな企業に訪問させていただ
きますが、
やはりどんな苦しい状況でも笑顔が絶えない組織というのは、
業

株式会社船井総合研究所入社。2010年より第二経営支援部チーフ経営コンサ

績も良いですし、
なによりも雰囲気が良く、
常に前向きな経営が行われて

ルタント。税理士事務所・会計事務所の
「業績アップ」
「業務改善」
「組織づくり」
を

います。

船井流経営手法を活用しながら行う。

能力から脳力へ〜ぶれない自分を創る〜⑤
皆様、
こんにちは。
株式会社 船井総合研究所の竹内実門です。
前回
に引き続き、
『ぶれない自分を創るためのFlow理論』
について、
お話したい
と思います。
前回は自らをFlowにする
「社会力」
の４手法のうち、
『言葉』
に
ついてお伝えしました。
今回は
『表情』
と
『態度』
について解説いたします。
≪表情≫
辛い表情や苦しい表情をしているときの心の状態はNon Flowです。
逆に
自分の機嫌が良いときの表情は、
「笑顔」
「穏やか」
となるのは、
多くの方
が経験的に理解していることと思います。
これも言葉と一緒で、Non
Flowのときに意識的に
「笑顔」
や
「穏やかな表情」
をすることで、
心の状態
をプラスに持っていくことが可能となるのです。
そんなこと言ったっていつも
笑ってなんていられない・
・
・という方もいらっしゃるかも知れません。
でも、
笑顔でいることのメリッ
トは果てしなく大きいのです。
一番は自分が機嫌の
良い状態になることができます。
さらに周りにも良い影響を与えることがで
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クティブシニア→要介護）
をも視野に含んだ ポートフォリオ戦略 が明確

≪態度≫
結婚式に招かれて、
新婦のご友人たちの女性が輝いているように見え
る・
・
・というご経験がある方は多いのではないと思います。
新婦はもちろん
ですが、
結婚式に参列しているご友人たちも、
目一杯着飾って、
自分の一
番良い状態で友の門出を祝う・
・
・という状況です。
これは、
身にまとってい
る服にも要因はありますが、
それに合わせて背筋が伸び、
自信が漲ってい
る状態であるからこそ、
他人からも美しく・素敵に映るのです。
人は、
気分
が落ち込むと猫背になり、
下を向きます。
しかし、
そんなときこそ、
胸を張って
正々堂々とする・
・
・自分が主役のステージに立って、
威風堂々と歩いてい
る・
・
・というイメージを持っていただくと、
心もプラスの方向に向かいます。
自分をFlowにするために、
また、
自分の機嫌を自分でとるために、
『表情』
と
『態度』
に気をつけてみると、
確実に変化を感じることができます。
皆様も
チャレンジしてみてください。
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）
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金融機関・再生支援協議会コラム編ーここでしか読めない！マクロ的視点の数々ー

番外編 金融機関担当歴10年！
ＭＡＰ経営 田名網が語る
MAP経営では会計事務所だけでなく、
多くの金融機関とお付き合い
をさせていただいてます。
会計事務所と双方の営業とサポートを担当
する田名網に金融機関でのMAP活用について話を聞きました。
Q. ＭＡＰ経営が、金融機関に商品提供をし始めたのはどんなきっかけですか。

田名網 聡 （たなあみ さとし）
株式会社MAP経営
東日本支社
TEL 0120-334-327

「中小企業を支援するには地域の会計事務所と金融機関の協力が不可欠」
との思いを現在の会長である高山は以前より持っていま
した。
ただ当時は金融機関で経営計画に対するニーズはほとんどありませんでした。
ところが2003年に発表された
「リレーションシップバ
ンキングに関するアクションプログラム」によりその取り組みは大きく変わりました。
「目利き力」
と言う事が言われ出したのもこのころです。
特に中小企業においては、
キャッシュフローを重視し、過度に担保や保証人に頼らないという文言もあり、経営計画に対するニーズがに
わかに高まってきました。
そのころはExcelを駆使して計画を作成していた金融機関がほとんどでしたが、損益は作れても、貸借、
キャッ
シュフローが作れない。
シミュレーションなんてとてもとても、
という状況でした。
そんな中である地方銀行と御縁がありMAPシステムをご導
入いただいたのが第一号です。当時私は会計事務所の担当をし
ブームはひと段
ており、
ついに金融機関にもMAPが入った！と驚いたのを覚えて 2013年3月に「金融円滑化法」が終了してからは、
落という
イ
メージがありますよね。
次号は
『今後の金融機関での
います。
その後、第一次、第二次リレバンから2009年末の「金融
というテーマでレポートいたします。
円滑化法」成立の流れの中で
「経営計画作成」は金融機関で MAP活用・会計への要望』
の必須業務になりました。

れと同じで、赤字も一過性なのか否かがポイントです。一過性と認められず、
恒常的な赤字に陥るのであれば格下げ！です。
では判断が付かない場合は
どうなのでしょうか。明確です。
「資金繰りが続くか否か」
です。次に連続赤字
昭和35年生まれ。昭和59年に旧・三菱銀行に入社。融資部、国際業務部、法
人業務部、法人営業部の副部長及び企画・総括セクションを経験。平成24年3
決算企業の場合はどうなるのでしょうか。
（赤字続きも程度問題があり、
三期
月三菱東京ＵＦＪ銀行を退職、(株)濱田マネジメントタクティクスを設立。東京都中
以上に亘る赤字先は殆どのケースで債務者区分が要注意先になる筈で
小企業再生支援協議会のサブマネージャーとして現在に至る。
す。）
例えば二期連続赤字の企業、不退転の黒字化計画を立てたのに期
金融機関が企業に付与する債務者区分、
中のモニタリングで黒字化しない場合です。
よく聞く話ですが、
確りとした計
一年一回限りではありません
画があれば金融機関は債務者区分を良い方向で留めておいてくれます。
そ
前号では債務者区分
（格付・信用格付とも呼ばれています）
の重要性を若
れが計画通りにならなかった場合は、
やはり期中で債務者区分の見直しが
干記しました。
その中で
「期中でも業績が悪くなれば、
金融機関は債務者区
行われます。但しここで重要な判断が為されます。
「資金繰りが続くか否か」
分を引下げる」
とも書きました。
ではどういう局面で引下げられるのでしょうか。 です。資金繰りが続き、
約定弁済が出来るのなら債務者区分の引下げは避
先ずはそこをご説明します。当然のことですが、
やはり試算表等で期中に赤
けられるかもしれません。尚、
今までのお話は金融機関のロジックです。先生
字に転落した際です。
それ以外にも粉飾決算が露見したり、
親会社や大口
方にはここで一点、
お願いがあります。資金繰りを回すために、例えば遊休
販売先が業績悪化した場合も逃れられません。更に重要なのは、
不祥事の
資産を売却するということであればこれは妥当でしょう。
でも親の老後資金や
発生や法令違反が発覚した時も債務者区分の見直しが行われます。極端
子供の教育費を資金繰りに回すということになれば、
それはどうなのでしょう
な例ですが、
飲食店が食中毒で営業停止の行政処分が出た時です。
その
か。親のみならず親族一同からお金を借りて事業に投資する経営者がいま
様な場合に見直しが必須となることは誰しも判りますよね。但し、
やはり経営
すよね。
また、
税金を払わずに資金繰りを回す
（金融機関返済を優先する）
と
計画が達成されなかった場合の見直しが最も多いのです。経営改善計画
か・
・。
これはもってのほかです。
こういう事態になるのでしたら、
法的整理の方
におけるモニタリングとの関わりがここで発生します。因みにどこの金融機関
が妥当なのではないでしょうか。
ここは先生方が厳しく経営者にアドバイスす
もほぼ同じルールです。
これをルール化することにより、金融機関は計画に るのか、
それとも見過ごしてしまうのかの判断となります。債務者区分は当該
対するアドバイスをタイムリーに行えます。面子が立つのです。
でも本音はや
企業の信用リスクを判断することのみならず、
その区分毎に正確なリスク
はり追加担保の交渉ですね。怖い怖い・
・。以上が債務者区分引下げを検
ウェイトを算出し、
金融機関の自己資本を正確に算定するためのものでもあ
討する局面です。次にご説明したい重要なことは、
その判断プロセスです。 ります。金融機関は殆どが上場企業ですから、
投資家に対して開示責任が
やはり時系列判断です。前々期が黒字、前期も黒字、
それが赤字に転落。 あることは誰しもが認めるところです。債務者区分の適時適切な見直しは、
これは期中であっても正式決算時であっても同じなのですが、
罪は軽いです
避けられないことであります。
ね。ポイントは中々判断が難しいということです。話題は変わりますが、
私は8
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp
年前に一過性脳虚血症で倒れまして、
救急車で運ばれたことがあります。
が、
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）
今も生きております。
ラッキーなことに本当に 一過性 で済んだようです。
こ
◇濱田 法男 （はまだ のりお）
元銀行員 現再生支援協議会
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先進会計事務所コラム編ー全て経営者目線！会計事務所と顧問先の未来を切り拓く取り組みー
◇ 野原

健太郎 （のはら けんたろう）

ガテン系東大コンサルタント
県立浦和高校・東京大学卒業。2000年、
大手外資系コンサルティング会社である
アクセンチュア株式会社入社。2006年、
野原税理士事務所
（埼玉県さいたま市）
にて、
経営財務コンサルティング・Web戦略コンサルティングを開始。
スピリタスコン
サルティングの前身となる関連会社の代表を経て、
2012年10月より株式会社スピ
リタスコンサルティング代表取締役。

【ちょっと宣伝コーナー】
好奇心旺盛な経営者のための情報メディア "イタンジ" にて、
コンテンツ続々発信中

http://www.itanji.jp

「雲の上の異端児」- No.10 クラウドソーシング
時々、
当社は、
「エステサロンなの？」
とか
「リラクゼーションスパなの？」
と間
違われることがある。
それは、
こちらから事業内容などを説明することもな
く、
会社のロゴ
（=燃え上がる青い炎のデザイン）
だけをみて、
そのようなイ
メージを持たれる方がいらっしゃるというわけだ。
そんなロゴでも、
私たちは
結構気に入っている。
昨年からは、
各メンバーのスーツの襟にも、
このロゴ
を表記した社章をいつも身につけている。
今時、
社章なんて・
・
・という声も
聞こえてきそうですが、
たった1平方センチメートルのバッチひとつだけで
も、
気分が全然違うのです。
時に、
このようにエステサロンとも間違われる
この会社ロゴ。
実は、
私たちは、
このロゴをデザインしていただいた人の顔
も知らないし、
直接、
話をしたこともないのです。
デザインを仕上げるまで
に、
何度も何度もやり取りしましたし、
デザイン料もきちんとお支払いしまし
たし、
最後は、
私たちから感謝の言葉を送らせていただきました。
パソコン

で打ち込んだ文章ですが。
これを送った宛先の方について知っていること
は、
「ペンネーム」
だけなのです。
なんとも不思議な世界です。
これは、
私た
ちが、
クラウドソーシングというサービスを利用して、
会社ロゴデザインを発
注して作り上げたからです。
ご存知の通り、
インターネッ
ト上で、
仕事の依
頼をすると、
それを受けてくれるどこかに住んでいる人が、
その仕事を引き
受けてくれるのです。
こちらからは、
依頼内容と希望金額を提示し、
条件が
合えば、
仕事の正式発注となります。
仕事が始まっても、
基本的には、
クラ
ウドソーシング会社が用意したWebサイト上でしかやり取りをしないので
す。
最初は、
こんな形でマトモな仕事ができるのかと不安でしたが、
上述の
ように、
とても満足し、
立て続けに名刺デザイン制作までお願いしてしまっ
たわけです。
ひと昔前では、
考えられないことです。
先日、
バルト三国のエス
トニアへ視察に行ってきました。
日本でもマイナンバー制度が始まりました
が、
エストニアは、独立以降、国家主導での行政サービスのみならず、
数々の民間サービスまで国民の情報を共有してインターネッ
トを活用して
いるIT立国
（＋美人の多い国）
として有名です。
なぜ、
このような国家戦略
を策定し、
遂行してきたのかを政府要人に問うたところ、
「人口が少ないこ
とが理由」
との回答が返ってきました。
労働力が少ないので、
IT
（インター
ネッ
ト）
を活用して機能代替させる。
また、
最適な労働力が見つからないの
であれば、
インターネッ
トを活用して、
その労働力の担い手を探す。
インター
ネッ
トの可能性は、
まだまだ無限の広がりがあると感じざるをえません。
そし
て、
新しいことをやるには、
「まずやってみる」
ということからしか分からないこ
とが多い。
不安と反発、
リスクを乗り越えて、
前進することがこれからも必
要なのでしょう。

ム担当として従事。1999年から2009年までトーマツグループにて中小中堅企業
向けの中期経営計画の立案、原価計算制度の構築、業務改善等のコンサルティ
ングに携わる。2013年1月より株式会社プラグマにて未来会計事業を推進中。中
小企業へ「わかりやすい管理会計
（未来会計）
の導入」のために、
日々研鑽している。

経営数値のビジュアル化・C/Rのビジュアル化
今回は製造業で使われる製造原価報告書
（C/R）
のビジュアル化をし
てみようかと思います。
この図からもわかるように、
逆算により材料費、
当
期製品製造原価、
売上原価が計算されるため、
労務費の参入基準、
経

清一郎 （こじま せいいちろう）

未来会計の貴公子 セミナー情報はP9へ！
2006年小島会計事務所
（現税理士法人ケーエフエス）
入社。
岩永經世先生
（ＩＧ会
計グループ代表税理士）
との出会いを経てお客様成長こそが会計人としての使命と感
じ、
2009年にＭＡＳ監査を中心とする株式会社Ｉ
Ｇパートナーズ
（現株式会社ケーエフ
エスコンサルティング）
の代表に就任する。
財務を基軸としてお客様の行動を促し、
結果としてＭＡＳ監査関与先
は増収増益を続けている。

「組織としてMASの推進を！
！
プロジェクト型MAS導入の可能性③」
さて今回は、
ちょうど当社ケーエフエスグループの決算月を迎え経営支
援プロジェクトからも経営方針発表会において、
当期の実績と来期の方
針が発表されたので事例として、
結果を記載していきたい。
プロジェクト発
足の4月から10月途中までの結果である。
MAS監査の契約件数は13
社・金額としては年間受注ベースで9,840千円の増加、
将軍の日は、
8月
から開催で8月3社・9月4社・10月4社
（自社開催のみ）
募集総計11社
（うち、
MAS監査契約先5社）
MAS監査提案案件3社である。
成果として
は、
将軍の日の定期開催、
社内の雰囲気づくり、
MAS監査の定期受注、
◇曽根 康正 （そね やすまさ）
強運会計士 セミナー情報はP15へ！
SMCグループ代表＜ＳＭＣグループ＞ ㈱ＳＭＣホールディングス ＳＭＣ税理士法人
（岐
阜県多治見市） ㈱会計ファクトリー ㈱ＣＦＯＮagoya＆ＳＭＣ ㈱経理レスキュー ㈲セ
リアン
理士３名 ＦＰ６名

役員4名 正社員 ２２名 パート 6名 合計３２名

資格者 公認会計士２名 税

【経営理念】
「貢献」
：家族・仲間・お客様・地域社会に貢献します。
（利他の心） 平成２１年１月

「自分の会社を１００年続く企業に変える法」
を明日香出版社より出版 講演・セミナーは年間５０回以上

「職業会計人から真の経営者へ」 第10回
組織において社員の
「やる気」
はとても大事です。
私は社員に
「やる気を
起こさせる要因」
と
「やる気を無くさせる要因」
は表裏一体ではなく、
全く
別物だと思っています。
例えば、
給料を上げると
「やる気」
が出て、
下げる
と
「やる気」
が無くなる、
人間はそんな単純ではありません。
「給料を上げ

◇柴田 照恵 （しばた てるえ）小さなパワフルコンサルタント
1990年大学卒業後、
リクルートコスモス
（現コスモスイニシア）
にて社内情報システ

◇ 小島

る」
とやる気が起こり、
「給料が下がる」
とやる気が無くなる、
一見、
正しそ

費の算入基準、
そして、
より確からしい原価計算に基づいた仕掛品在
庫高、
製品在庫高が算出できないと、
より確からしい利益が算出できな
いことがわかります。皆さん承知の通り、
中小企業は労務費への算入基
準や経費への算入基準、
そして仕掛品在庫高の算出根拠があいまい
な企業が多いのが実情ですね。従いまして、
「原価計算の大切さ」
と上
場企業でない他社と売上総利益を比較する場合、
比較相手がどのよう
な原価計算をしているかにより比較対象にならないことも多いので
「安
易な比較は意味がない」
ことを社長にも理解してもらいましょう。

うに見えますがこれは誤りです。
給料を上げても長期的には
「モチベー
ションアップ」
にはなりません。給料が上がった当初は一時的に
「モチ
ベーションアップ」
になりますがすぐに当たり前になってしまいます。
しかし、
給料が下がるとモチベーションは下がります。
つまり、
給料は社員の
「やる
気」
を出させるための手段ではなく、
社員の
「やる気」
を無くさせないための
手段なのです。
さあ、
ここで
「やる気を起こさせる要因」
と
「やる気を無くさ
せる要因」
に分けて見ましょう。
◇和田 壮司 （わだ たけし）
若くして4社の代表を務めるビジネスコンシェルジュ
2001年中央大学卒業後、
公認会計士を取得。
会計監査、
内部統制監査、
上場準備サポー
ト、
事業再生・事業承継・組織再編・M&A等のアドバイサリー業務に従事。
また、
慶應ビジネ
ススクールにてMBAを取得する間、
ベンチャー企業の役員として内部管理体制構築に携わ
る。
これまで、
創業・事業拡大・事業再生・事業承継など企業の各ステージにおけるサポートを
経験。
2012年、
株式会社日本財産コンサルタンツの代表取締役就任と同時に、
株式会社audience
（クラウドソーシング
型アドバイザリー会社）
を設立。
その後も、
行政書士法人や税理士法人を設立するなど創業・事業拡大・事業再生・事業
承継など企業の各ステージをワンストップでサポートする職業専門家集団を運営する。
その他、
数社の顧問や上場会社の
社外取締役を務める。

＜やる気を無くさせる要因＞
給料が下がる、
組織内での人間関係が上手くいかない、
作業環境が
悪い、
事務所の経営政策が悪い、
役職が上がらないなどなど
＜やる気を起こさせる要因＞
責任を持たせる
（任せる）
、
昇進させる、
承認する
（認める）
、
自由裁量を
与える、
達成感を持たせる、
成長を実感させる、
感動させるなどなど
組織の中では、
まず
「やる気を無くさせる要因」
を無くして社員を普通の状
態にします。
つまり、
不平不満が無い状態です。
そして、
次に社員のモチ
ベーションアップのために
「やる気を起こさせる要因」
を一つでも多く組織
内に導入して行きます。
三流経営者がやるような給料をあげたら
「やる
気」
が出るだろうとか成果報酬にしたら
「やる気」
になるだろうと考えないこ
とです。
これらは単にやる気を無くさせないための対策に過ぎないのです。
さあ、
事務所経営においては
「やる気を起こさせる要因」
を事務所内にド
ンドン導入して組織を活性化していきましょう。
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）

います。
企業内専門家も増えていくとともに、
インターネッ
ト環境が整備さ
れ、
知りたい時に知りたいことを知れる時代であり、
むしろ散在する情報
を整理する必要性さえ言われている時代です。
更に、
人工知能さえあれ
ば専門家は不要なのでは、
ということまで聞くこともあります。
そのような時
代に我々専門家はどうすれば良いのか。
私は、
その解の一つとして、
専門
家同士の具体的な役割分担が必要だと思っています。
患者が医師を選
び受診するのが当たり前のように、
相談者も専門家を選ぶ時代になると
思います。
限られた時間で専門家一人ができることには限界があります。
それぞれ進め方考え方が異なる専門家同士が、
手を取り合ってお互い

今回もコラム執筆の機会を頂きありがとうございます。
5年後10年後20

関係を構築し業務を進めていくことが大変難しいことも事実です。
私は、

右されながら、
報酬の相場、
専門家の働き方、
専門家の人数、
法律、
制
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kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）

の不足を補完し合う関係を構築し、
相談者の具体的な相談や業務委

と最近考えたりします。
10年前のこの業界と現在と将来で、
景気にも左

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

将来のコンサルティング業界はどうなるのだろう
年後のコンサルティング業界、
職業専門家業界はどう変わっていくのか、

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

などなどである。
私としては、
一番の成果は、
社内の雰囲気づくりであろう。
現在PJメンバーは５名であるが、
社内通知や将軍の日への勧誘方針、
PJ
メンバー自ら将軍の日に誘う姿勢等メンバー以外の方々が協力的になる
ような雰囲気づくりはしっかりできている。
また、
PJメンバーが参加したいセ
ミナーについては、
メンバー選定から、
費用対効果をしっかり稟議としてま
とめ、
セミナーをいかに有意義なものにしようとした姿勢はすばらしいと思
う。
すべて、
PJメンバーが自分たちで考え行動した結果である。
来期の行
動目標は①経営支援型会計事務所としての地位の確立②経営支援
PJでのPDCAサイクルの強化である。
必ず来期も期待以上の成果を残
してくれるだろう。
まだまだ、
できていないこともたくさんあるが確実に組織全
体でMAS監査を推進できている手ごたえを感じる。
次回以降は、
現在進
行形の当社の経営支援PJの事例共有とプロジェクト型MAS導入の考
え方・ノウハウを執筆していきたい。

度など様々な要素が変化し、
これからも変化し続けることだと思います。
そ
の変化する要素の中でも特に着目すべきポイントは、
専門家に対して案
件や相談を依頼するお客様自身に知識や経験が増えていることだと思

託に応えていく必要があるような気がします。
そうは言っても、
実際にその
相談者と専門家との間に入り、
専門家に業務の機会を作り、
案件をコー
ディネートしていくことを役割として多くの専門家・コンサルタントとお仕事
をしていきたいと思っています。
皆様は、
何の専門家でしょうか？
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）
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◇ 野本 理恵 （のもと りえ） 社長の絶対的パートナー セミナー情報はP20へ！
昭和57年生まれ。
中央大学卒業後、
他の会計事務所勤務を経て、
平成24年1月
にＳＭＣ税理士法人
（埼玉県所沢市）
に入所。
法人担当後、
2013年新設された経

付加価値を持っていないとサービス業では生き残れないとこの記事は

営支援室にて業務をスタート。
各顧問先の経営会議・営業会議へ参加しながらＭＡ

締めくくられています。先輩方がどう思われるかは別として、
私達30代や

Ｐシステムによる経営計画策定や助成金、
改善計画等の業務に携わる。

想いは招く⑩
今回が10回目、
昨年末にご依頼いただいたこのコラムも本日で最終回

20代のこの業界で働くものはこのことをもっと危機感をもって受け止め
るべきだと思います。毎日、
同じように事務所に出社して、
監査をやったり、
記帳代行をするような仕事はあと何年続くでしょうか？今、
お客さまの会

「会社が当たり前に続く」
という前
となりました。1回目〜9回目は実は年末年始にまとめて書いたものです。 社の会議でもいつも言っていますが、

◇ 松川 幸弘 （まつかわ ゆきひろ）

現状、
松川会計の戦略の中心であるコンサルティングに経営計画は実

名古屋の発明税理士

にフィッ
トする。
もし、
経営計画がなかったら、
コンサルティングには手を出さ

（音楽や動画の前後に広告を入れるってのは私の特許です）
顧問先の問題解決に注力する中で、独自のアイディア発想法「逆Ｕ理論」
を構築。
国内＆海外で6件のビジネスモデル特許を取得。税理士事務所代表として、
ビジネ
スモデルの発明家として、
顧問先の売上アップを支援するコンサルタント。経済産業省の補助金申請者を地
元銀行、
信用金庫と連携して支援。獲得・支援補助金累計2億円超
（チーム）
。2013年、
顧問先の売上アッ
プを支援する税理士事務所の全国組織「一般社団法人csvoice協会」
を設立、
代表理事に就任。
「顧客の
顧客創造-Your problem,also my problem.」
をミッションとし、
中小企業の経営支援を行なっている。

この1年の年初に自分が書いたものを今振り返り、
まとめとしてこの回を

提は完全に崩壊した世の中です。私たちの仕事もそうです。
だから、
今

ついに「経営計画」を考える。

書きたいと思います。当社にも経営支援のスタッフが2名この１年で増

の世の中に必要とされるサービスを常に考えて、
事務所のためでなく、
自

これまでMAPのコラムなのに、
経営計画のことを全然書いてこなかった。

員し、
現在3名体制となりました。お客さまもご紹介とセミナーからの受注

分自身の職業人生のために身に着けるべきだと思うのです。所長先生

で急激な拡大ではないですが、
着実にAランク顧客と言われる顧問料月

がいまいち乗り気じゃないとか、
税務担当と兼任でなかなか進まないとか、

額20万以上のお客さまが増え続けています。逆を言うと、
この1年で15

そんな
「できない理由」
を並べている場合ではないと思います。
これから

万円未満の案件は1件も受注しませんでした。
また、
数か月前のコラム

会計業界の20代30代に求められるスキルは
「出来ない理由を並べる

に書いた藍染の老舗のお客様は、
単月で黒字化もしくは数十万のマイ

ことから、
どうやったらできるか考えること」
です。
これは経営支援という

ナスでなんとか月次決算をすることができるようになりました。
これからは

サービスにも必須能力です。今の資源から考えるのではなく、
どうやって

返済とのバランス、
この数年間で借りに借りまくった借金とどう折り合い

その資源を創造していくか。多くの中小企業経営者にとっても、
ここに本

をつけていくかという交渉を複数ある金融機関と抜本的にすすめるス

当の私たちの価値があると思います。最近、
うちの代表が事務所で話し

テージに入っています。1年前に立てた5か年計画はいい意味で今回作

ていた心に刺さる話あります。
「Windows95がでて、
これからはPCだ！
と

みんなが
『これからはPCも使いこなせないようじゃ
り直し、
また新たにこれからの5年間を創る必要がありそうです。やれば、 大騒ぎした大昔(笑)、
やるほど、
経営者の方のニーズはとても多いなと感じます。多くの経営者

生き残れないぞ！』
と言っていた。今実際はどうか？PCを使いこなせなかっ

のかたがいうのは、
「今の税理士は全然相談に乗ってくれない・
・
・」
という

た人間ではなく、
PCにとってかわられるような仕事をしていた人間が生き

ことです。
また、
このたび他の税理士法人の東京支店の立ち上げのコ

残れない時代になった。」
これは、
これからも加速していくでしょう。MAS

ンサルティングというご依頼もいただきました。年明けから、
新宿の事務

監査だ！
といって、
MAPの操作だけを一生懸命勉強したって、
5か年計

所に月に数回お邪魔してお手伝いをさせていただきます。中小企業の

画を正確に創れるようになったって、
これは上記のPCの例と同じなので

経営者からもニーズがあり、
会計事務所の方々もこのMASという領域

す。最近、
うちの事務所の20代社員達にも言います
「この資料はとても

にチャレンジしたいと思っている。
でも私の地元でこのような取り組みをし

上手にエクセルを駆使して作っているが、
結局この資料で何を社長に

と。私達の仕事は、
過去の資料を答えにそって整えること
ている会計事務所、
競合にはまずお会いしません。
なぜでしょうか？ここで、 伝えたいの？」
ヒントになる興味深い記事があります、
「10年後になくなる仕事」
という

から、
答えのない未来を創る仕事になっています。勉強するのは、
もうや

記事です。
いろんなビジネス雑誌でも取り上げられているので、
知ってい

めましょう(笑)できない理由はいわない、
できる方法を考える。今ある資源

る方も多いと思います。機械化や人工知能によって、
10年後になくなる

から考えない。
そして、
「想いは招く」
ひたすらにお客様のことを想うことで

であろうという仕事の中に
「税務申告代行者」
という仕事が入っていま

す。
これが私たちに求められる今一番大事な資質だと思います。1年間、

す、
私達です。他の仕事では
「銀行の融資担当者」
「電話営業代行
（テ

お付き合いいただき誠にありがとうございました。

レアポ）
」
「レジ係」
「不動産仲介業」
などです。
これらの仕事は10年後
に機械にとってかわられる、
「なくなる仕事」
という記事でした。
これからは
人間にしかできない仕事か、
サラリーマンであるならタレント的なスキルや
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なかったかもしれない。
それぐらい経営計画は当社にとって重要なツール
になった。何故なら、
経営計画は、
コンサルティングと組み合わせると無敵
のツールになるからだ。経営者の目の前の課題を解決すれば、
一日６件の
流れ作業的なコンサルティングでも、
税理士はヒーローであり、
顧客は列を
成す。
そして、
その課題解決の成果を経営計画でトレースする。実に美しく、
顧客の心を捉える完璧な仕組みが出来上がる。税理士事務所の存在
価値そのものが問われるここ2年の間に、
この流れを完全に完成させる。
そうだ、
勝負は始まったのだ！

いや、
逆にボロクソ書いた感もあり、
太っ腹なMAPさんには感謝している。

教訓 「ほんとに普通の顧問契約はなくなりそうです。支払側の支払能力

今回は経営計画について書く。経営計画は企業にとって必要か？そりゃ

を強化するしかない！
それを強化するのは私たち税理士だろっ。」

間違いなく必要でしょ。
では、
MAPは必要か？そりゃ分からんです。
でも、
経
営計画は、
企業にとって必ず必要なのだというところから出発すれば良い
わけで、
あとはMAPが使いたければ使う、
使いたくなければ・
・
・。
もちろん、
私は使います。使った方が楽だから。
それがシステムの存在価値でしょ。
◇大野 晃 （おおの あきら）
飲食業をフルパッケージで支援する今注目の若手会計人

ITA大野税理士事務所。偏差値38で高校卒業(機械科)ながら
「業界初 飲食業×開業融資専
門税理士」
となる。株式会社CHANGE 代表取締役。一般社団法人中小企業税務経営研究
協会 理事。保険サービスシステム株式会社専属税理士向けインタビュアー。著書に
「繁盛する
飲食店が必ずやっている開業資金の調達方法」
を飲食店専門社労士と2人で執筆

飲食店のOPEN告知について
飲食店をグランドオープンするまでには資金調達、
店舗の改装、
メニュー
作り、
初の仕入作業、
アルバイトの面接等不慣れな仕事をクリアしてやっ
と飲食店OPENとなると思います。
飲食店OPEN日は緊張と疲労感が凄
いと思います。
さらにオープンには派手なチラシに割引券などをつけて商
圏にまく方が多いと思います。
物を売る業者ならまだしも、
飲食店は一つ
一つの商品を手作りし、
更に不慣れなサービススタッフが忙しさの余り雑
な対応をする可能性があります。
十二分に準備をしていても初実践は思
い通りに行かないものです。
オープンチラシを見て沢山お客様が足を運
んでくれて雑な対応だなとお客様が思ってしまったら2度とそのお客様は
◇才木

正之 （さいき まさゆき）

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
http://csvoice.com/iclip/
店舗コード 201501と入力下さい。

きてくれないですし、
それどころか悪い口コミがその商圏に広まります。
口
コミは良い口コミより悪い口コミの方が広まるのは早いです。
ですので、
業
務オペレーションに自身のない飲食店の開店月はOPENチラシをまくか
はよく検討した方がよいと私は考えます。
また、
最初から割引券もいれるこ
とも割引券があるから来るになりかねないので要検討でしょう。
ですので、
最初はレセプションパーティーなどをして身内だけ招待して実践の業務オ
ペレーションの感覚を少しずつ会得し来客数をコントロールしながら飲食
店経営をし、
良い意味で業務オペレーションに慣れてきたなと思ったら販
売促進を考えるのも一つの手段だと思います。
つまり、
最初は練習で予
測売上には到達しなくてよい、
業務オペレーションをつかんでから集客が
できる、
これが軌道に乗る状態なので、
軌道に乗るまでは利益が下がるそ
の補填が運転資金調達をしていこうと言う事の助言の１部になります。
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会議に出て、
よく出くわす資料として前月実績というものがあります。
これ
がまともなようで食わせ者です。
なぜならそれを見ても、
実績がよかったら
1971年生まれ。大阪府立大学卒業後、
税理士小笠原士郎事務所
（現御堂筋税
理士法人）
入所。入所後10年間は税理士業務に従事。
その後は、
体育会系税理
「あぁ、
そうか、
よかったな」
、
悪かったら
「残念だな、
今月はがんばらなけれ
士コンサルタントそして中小企業の経営計画立案そして実行管理推進コンサル
ば」
と
い
う
感想
し
か出て
こ
ないか
ら
です。
そ
れ以上の展開がないのです。
ティングを行う。
目標必達会議の進め方〜必達会議の１０ヶ条 No.4 よく見る資料の特徴をまとめると、次のような５つの特徴があります。
１．
過去情報中心
（未来情報なし）
第2条；役に立つ資料を用意しようぜ！ その１
２．
十把ひとからげの情報
（詳細情報なし）
私は仕事柄、
多くの会議に参加をする機会があります。
会議では資料は
３．
結果情報中心
（プロセス情報なし）
つき物です。
資料といえばやはり業績に関する資料が重要ですね。
財務
４．
脈絡のない情報
（論理性に乏しい）
諸表だけではなく、
企業実態に迫る資料です。
５．
自分のことだけの情報
（市場の全体感がない）
この業績資料について、
ぜひお話しておきたいことがあるのです。
よくお
目標必達会議
（例えば経営会議）
では、
情報を分析して儲けるために手
客様と一緒に考えて指導してもらいたいということです。
を打っていく、
つまり意思決定をしていくことが目的です。
しかし、
上のよう
というのは資料を見て、
「この資料はすばらしいなぁ、
何かを決めるのにと な情報では、
意思決定をしていくためのヒントがありません。
ても参考になるなぁ」
という資料が少ないからです。
上記の５つの特徴に該当している会社は、
現状分析を正確に実施する
孫子の兵法に、
「敵を知り己を知らば、
百戦危うからず」
と記されています。 ことなく日々戦っているということです。
もし、
明日からの経営に必要な情
競争をしてライバルに勝つためにはお客さま、
ライバル、
自分についての
報が整備され、
新たな仮説が立案できる資料となり、
会議が運営できる
情報がなければ勝てないということです。
と、
現状以上の成果が期待できるでしょう
！次回は、
役立つ資料はどんな
ですから、
情報は戦いのための非常に重要な要素なのです。
それにして
資料なのかについてのお話です。
は、
私達は会議で意思決定をしていくための情報がおそまつなのではな
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
いでしょうか？
kikaku2@mapka.jp
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≪よくある資料のパターン≫
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体育会系税理士コンサルタント
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今月のMAP経営コラム編ー中小企業の輝く未来を創造するためにー
◇ 山脇

渉 （やまわき わたる）

コンサルティンググループ グループリーダー 愛知県出身。大学で土木工学を専
攻し、建設コンサルタントとして橋梁設計など設計業務に従事。10年間の技術者

ている範囲を広げること。サポート型コンサルティングでは質問力を
問われるわけだが、視野を広げる質問として、例えば「同業他社の
動きは？」
「自社の強みは？」
「過去の事例は？」
「今後の展望は？」

経験で、
一級土木施工管理技士・測量士・技術士補の資格を有する異色のコンサ

など、
その場で議論に上がっていない視野の質問をすることで全員

ルタント。2008年ＭＡＰ経営へ入社。経営計画の立案を中心としたサポート業務に

の視野を広げて様々なアイデアを出していくことができる。また、視
座はポジションによって見えるものが違うということ。特に幹部も参

従事し、
出会った経営者は1000名を超え、
企業や金融機関、
会計事務所との親交も深い。企業の経営面
だけでなく、
経営者や従業員の心のサポートも行いながら強い組織づくりを支援する。

コンサルタントに必要な「目」
私自身がコンサルタントとして企業支援をしている中で、
自分の価
値とは何なのか？ということを常々考える。一般的に言われているの
が「考える場」の提供だとか、社長は苦手だけど経営にとって重要
な
「会計」についての支援ができるといったことである。確かにそうな
のだが実際の自分の仕事を考えた時、
どうもモヤモヤしているもの
があった。
「論点思考」
という書籍を読んだ際にそのモヤモヤがキレ
イに晴れた。それは、私自身の価値は「目」
であるということ。
「視点・
視野・視座」の三要素を企業に提供していることが大きな価値なの

加しているような会議では重要なこと。MAP経営の幹部チームは
社長の浅野から、
「 浅野だったらどう考えるかではなく、
自分が社長
だったらどう考えるか？」
という視座で提案をして欲しいと常に言われ
ている。同じように参加している幹部にも「自分の役職の２つ上の
役職に就いたとしてどう考えるか？」
という視座を提供することで幹
部育成に繋がる支援も出来る。
また、幹部だけで議論の突破口が
見えない時は「現場担当者のレポートではどんなことが提案されて
いるのか？」などの質問により意思決定の材料を広く集めることが
できる。当事者同士の議論では自ら
「視点・視野・視座」の三要素
を意識して議論することがなかなか難しい。だから私たちのような第

三者が常に「視点・視座・視野」の目をもってファシリテートしたり、
である。よく、視点を変えて物事を見ようという議論があるが、私が第
質問したり、時に提案することに大きな価値があるのである。
三者としてサポートさせていただくことで、視点だけではなく、視野、
視座といった要素を議論に取り込んでいくことで「考える場」のパ
フォーマンスが大きく向上するのである。視野とはその名の通り見え

◇ 大石 雅之 （おおいし まさゆき）
システムソリューショングループ グループリーダー 東京都出身 2000年ＭＡＰ経営
へ入社。同社の主要部門を全て経験した唯一の社員。
コール・研修講師等のお客様
サポート業務や金融機関・企業・会計事務所の各チャネル営業責任者を経験し、
2009
年より現職。着任当初より旧体質にメスをいれ、
新しい開発環境づくりに挑戦。指揮を
執ったシステムには
「ＭＡＰ３」
「ＭＡＰ-ＱＲ(金融機関向け)」
などがあり、
新規採用のＵ
Ｉ
(ユーザインタフェース)には定評がある。

「ＭＡＰ３の開発レシピ」
前回に引き続き
「ＭＡＰ−ＱＲ」
システム開発についてのお話をさせて
いただきます。
「誰にでも直観的に使ってもらえること」
をコンセプトに
2010年6月完成予定で開発していたＱＲシステムでしたが、結果とし
て同月には完成しませんでした。開発当初は「損益」中心の計画書
が作成できればよいという要求であったため、
その要求をもとに設計
書への落とし込みをおこなっていました。
そして、設計書も出来上がる
めどが立った時に、新たな要求が出てきたのです。新たな要求とは根
本的な
「キャシュフローを追加せよ」
だったのです。
この時点で開発規
模は大きくなりました。詳細については割愛しますが、
その他にも仕様
変更が必要な要求が追加されるという状況が続きました。
「お客様に
喜ばれる機能は採用したい」
という気持ちはありましたが、開発はまっ
たく進みません。
このままでは6月完成はおろか、
いつ完成するのかの
めどを立てることすらもできないのです。
そこである決断をしました。開
発依頼者にも以下を伝えた上で完成予定を9月15日へ変更すること
にしたのです。
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・開発規模が当初の3倍まで膨れがっていること。
・まだまだ要求が出てくる可能性があること。
・販売体制も整っていないため、6月完成の理由に当たらないこと。
問題は、要求自体が全て出しきられている前提で開発に入ったが、
実は依頼者の要求が固まっていなかったことにあります。重要なこと
が二転三転することが度々あり、都度仕様変更をしなければならな
かったのです。
この問題に対応するため、設計業務をストップしました。
依頼者の要求が固まるまで先には進まないということを明確に宣言し
たのです。数日後、要求が固まったことで、設計に入り開発を進めるこ
とができました。途中要求を変更したいというお話を何度か頂きました
が、大幅な仕様変更に関わる内容についてはきっぱりとお断りしまし
た。その関係で大先輩とも言い争いになりましたが・
・
・。最終的には、
ＭＡＰ３のスケジュールに影響を与えることなく人員2名をなんとか捻
出する調整をおこない、期限通りの開発をおこなうことができました。
完成したシステムはＭＡＰⅡとは異なるユーザーインターフェースとなっ
ており、金融機関のユーザー様からも大変好評を頂いていると聞い
ております。
もちろん、
ＭＡＰ３にも一部踏襲されており、画面のイメー
ジなどはかなり似ているのではないでしょうか。
これからも皆さまに喜ん
で使って頂けるシステムを目指して頑張りＭＡＰ。^.^
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
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ちょっと息抜き 趣味コラム編
◇ 寺沢 たかし （てらさわ たかし） 日刊スポーツ記者 タコボウズ
１９６４年
（昭３９）
３月２７日、北海道釧路市生まれ。幼少期を道内の炭坑町で過ご
し、閉山とともに神奈川県横浜市に移住。
日刊スポーツ新聞社に入社するまで釣
りとは縁がなかったが、担当になったこともあり２９歳で初めてサオを握る。釣り以
外では、
サッカー、芸能、社会などを担当した。
１年中、短パンとサンダルで過ごし、
スキンへッドであることから別名「タコボウズ記者」。身長１８３ｃｍ、体重１００ｋｇ超。

スミイカ
多少、
マニアックではあるが、秋に旬を迎えるスミイカを釣る動作につ
いて、分かりやすく解説したい。
スミイカ釣りは、東京湾の神奈川県寄
りで盛んである。穂先にセミクジラのヒゲを使う
「横浜竿」
で釣ることを
知っているのは、
かなりの通だ。和竹を使用し、道糸はリールを使わず
に手元でグルグルと巻き付ける。
残念ながら、
横浜竿の写真はないが、
この横浜竿を発祥とする
「しゃくり」
という独特の誘いについてじっくり
と掘り下げてみたい。
えっ、
しゃくり、
ってあのルアーとかで使う竿をあ
おって、
釣り方に派手なアクションをつけるアレですか？そう、
正解。
スミ
イカは海底付近で、
エビやシャコを捕食する。
そのエサとなるエビやシャ
コは、
海底を歩くだけではなく、
フワリと浮いて移動などをする。
その動き
を見逃さずにスミイカが抱きついてガブリ。
その
「フワリ」
を再現すること
が
「しゃくり」
と呼ばれるのだ。
スミイカ釣りでは、
エビを模した餌木
（えぎ）
も人気だが、
ここはあえて横浜竿などで使うシャコテンヤでの釣りをク
ローズアップしてみよう。写真のようにオモリとハリが一体となったもの
をテンヤと呼ぶ。
ここにエサのシャコを刺して使う。竹串で体を貫いてし
まうため、
シャコはそのうち死んでしまう。
そもそもの
「しゃくり」
の語源はこ
こからきていて、
「しゃ」
が
「死んだもの」
「
、くり」
が
「生き返り＝生きてい

るように」
ということだ。
「しゃくりの本当の語源を話せる人はそうはいな
い」
とスミイカをシャコテンヤで釣らせる船宿、鶴見「新明（しんみょう）
丸」
の新明利勝社長が証言する。
つまり、
スミイカを誘うしゃくりは、
シャ
コのフワリを再現することにある。勘違いされているのは、竿を跳ね上
げて、
その勢いでハリにスミイカを刺す、
と思われているが、
まったく逆
だ。竿を跳ね上げるところまでは同じ。高く上げた竿をゆっくりと下げて
いく。
そうすると、糸でつながったシャコテンヤがゆらゆらと海底に落ち
ていく。
その様子をシャコが大好きなスミイカが、
どこかで必ず見てい
る。
じっくりとスミイカにシャコテンヤを観察させて、
抱きつかせる。
また竿
を跳ね上げたときにハリでグサリ。
伝統深い横浜独特のスミイカのしゃ
くり釣り。
これから秋が深まるとともにサイズも大きくなり面白さも倍増
する。食べても
「イカの王さま」
とも呼ばれる甘い身だ。興味をそそられ
た方、
横浜情緒に包まれながらスミイカを狙ってみませんか？
■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）

◇ 田 貴志 （つじた たかし）
茂木真和税理士事務所 勤務 群馬県在住
布袋寅泰の出身校在学時代、
プロの道を目指すも趣味を仕事にすると楽しく
ない事に気づき今に至る。音楽だけに留まらず、
車業界にも進出し、
雑誌の表
紙を２回飾りオートサロンにも自車を出展した経歴もあり。

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。

kikaku2@mapka.jp
（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」
と付けて下さい。）

俺の一本「フェンダーUSA」
エリッククラプトンモデル。1990年ロイヤルアルバートホールでのラ

が劇的に変化する繊細な楽器です。

イブに感銘を受けその当時の音が忘れられず２年程前に中古で購

その繊細さを表現できるとても良い楽

入。本物そっくりの音が出ます。
ギターは弾き手の微妙な力加減で音

器です。

◇ 横山

秀子 （よこやま ひでこ）

株式会社MAP経営

東日本支社 ゴルフ7年目にして、
ようやくアベレージスコ

アが100をウロチョロできるレベルになりました。いまは夢の80台を目指して奮闘
中です！

ゴルフなしではいきられない！エブリデイ・ゴル子です！
ラウンド中に行う軌道修正は3つあると考えています。戦略、
メンタル、
スイ

いようにスイングし、
かつ定着させる。今回はミスの原因をみつけるのに5

ング。一つ崩れると連動して全て崩れてしまい目も当てられない状況になり

ホール、
立て直すのに4ホールと計9ホール費やしました。
これを3ホールで

ます。私の場合、
いつも悲劇はリカバリー後のサードショッ
トから・
・
・ボギーオ

できるようなりたいです。
ラウンド中のミスショッ
トの要因は限られるので、
予

ンしたい欲がミスショッ
トを生み、
スコアカードにトリプルボギーが刻まれる・
・
・

め自分の傾向を掴んでおけば、
3ホールで立て直しもそう難しくないと考え

と、
負の連鎖が始まります。
この連鎖を断ち切るために｢ラウンド中に自らス

ています。
すでに2つ(念転不足・腕の力み)見つけているので、
次回これを

イングを立て直す力｣を身につけたいと取り組んでいます。
ラウンド中に立て

対処できるかが楽しみです。
ミスしない方がいいのですが。笑

直すのって本当に難しい。何が悪さしているのかみつけて、
それが作用しな
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