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げ、メルマガを配信 し、セミナーに参加 し、いろ
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いろな方に会い、勉強 して独立開業に向けて周至」
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高校 3年 の夏 に部活を引退 してか ら大学受験を

に準備を始めま した。会計事務所の勤務経験がな

始め、なんと 11戦 11勝 。試験勉強が特技だと自

いので、年明けか ら先輩の事務所 へ も週 ]ペ ース

負 しています。とはいつても、学生時代 に資格に

で通い、確定申告等、税理士業務を営む上でのノ

営にと つて必要な資格なので、今

縁があ つたわけではあ りません。大学卒業後、横

ウ八ウも学びま した。結果、開業初月か ら売 り上

需要があるはずです。

数ある資格の中でも、税理士

=

継続収入の多い、収益性の高 い資モ

河電機 に勤務 し、5年 ほど して自らの進む道を模

げ69万 円を達成するとい う、順調な滑 り出 しと

索 し始めた私は、いろいろな道を探る中で自分の

な つたのです。開業3カ 用で顧問数は ]3社 とな り、

要だ と思 うの で あ れ ば、 まず は言

特技が受験勉強であることを思い出 したのです。

開業 3年 で、法人個人併せて約 55社 と成長するこ

とを第一 目標と して ください。巨珪

そ こで、 自分が資格試験が得意、数字 に強い、

とができま した。

みなさんは、税理士 という資格■

とんやったほうがいいで しょう。
とつい 「忙 しい」を言い訳 に して ̲

サラ リーマンであるよ りも独立開業 したいという

業務内容は基本的に月次顧間、税務申告等の税

3点 を考え、税理士を目指そ うという結論 に至 り

務業務中心ですが、これか らの課題と して財務的

ま した。29歳 で簿記 3級 か らスター ト、4年 間で

ア ドバイスなどコンサルテ ィング業務にシフ トし

=
なつて しまいます。合格するたぬ こ

税理±5科 目に合格できたのです。

ていきたいと考えています。

事をこな し、受験勉強の時間はきτ

1饒 品

現在は会計± 1名 、税理± 1名 、スタ ッフ ]名 で
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■ ■‐ 48社 の顧問先 に対応 しています。いたず らに規

本り■い」
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規模拡大よ り質の充実を目指す

税理士を目指そ うと考えた私は、自ら希望 して
券報告書等の財務諸表の作成、連結決算 レポー ト、
法人税

消費税

地方税の申告 を担当 しま した。

経理の仕事は受験にプラスにな り、受験勉強は仕
事上プラスになるという嬉 しいシナジー効果が生
まれま した。
仕事を覚えるために会計事務所へ の転職も考え
ま したが、大手企業での安定的収入があつたので、
あま り前例のないパターンかも しれませんが、税
理士登録を した年 に横河電機を退社 し、翌年 34
歳で独立開業することに決めました。
実際の独立時期を2005年 1月 と決めたのは開
業半年前。その頃か らホームペ ージを自ら立ち上

が、逆 に勉強だけに専念 して しま

努力が必要だと思います。科 目合モ
少 しずつ取れる資格なので、ぜひ

模を拡大するよ りも、最小限のお客様に質の高い

なが ら、社会経験を積みつつ挑戦 ̲

サー ビスを提供することで最大限にお役に立ちた

いですね。

いという考えの基 に事務所を運営 してお ります。
まずはお客様 にできるだけ 自計化 を していただ

ア ド′ヽ
イス

き、上がってきた数字を使 つて経営 コンサルティ

合格を第■国標にt目 指すならとこ

ングを行 うことがメイン業務 となるように、事務

ください:科 自合格制の税理士な

所の内外の質的充実を図つていきたいですね。

と社会経験を積みながら目
ひ挑戦しては.し いですね

経理部に異動 し、退職するまで決算短信や有価証
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基本的な税務業務だけでなくt‐ 財務的アー
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ー
スができるのも税理士です。1顧 間契約にようて￨
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