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成功を遂げている組織の経営者は、
ブレない経営哲学と卓越した
行動力を持ち合わせています。
「マネージメント・ビジョン」では、
ビズアップ総研代表の吉岡高広が、

大阪府・八尾市

今注目を集める先進会計事務所の

税理士法人 松岡会計事務所

取り組みと将来展望に迫ります。

税理士法人 松岡会計事務所
副代表・社員税理士

松岡 敏行

株式会社ビズアップ総研
代表取締役・税理士

吉岡 高広

まつおかとしゆき●昭和54年、大阪府八尾市に生まれる。大学卒業後父の営む松岡
会計事務所に入所、以後相続を専門に担当。29歳で税理士試験に合格、税理士登録。
過去に手掛けた相続申告件数は150件を超え「相続の専門医」としてラジオなどでも
紹介された相続のプロフェッショナル。

2025年までにスタッフ100名、
売上高10億円を目指して

資産税業務と独自の特化戦 略で描く

税理士法人松岡 会計の成長ビジョン
Management
Vision
大阪・八尾市に本拠を構える税理士法人松岡会計。

ここ数年で飛躍的な成長を遂げたことから大きな注目を集めている。
成長の起爆剤となったのが、代表を務める松岡敏行氏の 漫画 。

何かと分かりにくい税の世界を漫画で分かりやすく情報発信したことにより、
金融機関やハウスメーカーとの接点を獲得。さらに、質の高い
資産税業務を提供することで、その地位を不動のものとした。
今回は、同法人の近年の取り組みについて
松岡代表に詳しくお話を伺った。
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「漫画」
という武器を活かしてメディア展開
金融機関、ハウスメーカーとの提携により急成長

ホームページ開設、所内のIT化、チャネル開拓など、
次々と新しい取り組みにチャレンジ

吉岡高広（以下吉岡）創業 42 年、大阪ナンバーワン事

吉岡 少し遠回りされましたが、その経験が今の松岡

吉岡 具体的に、どんなことをして実績を積まれたの

務所を目指して活動をされている税理士法人松岡会

会計の礎になっているのですね。さて、6 年前に事務

でしょう。

計。創業者であるお父様から事務所を引き継ぎ、準創

所に戻られたとのことですが、当初はだいぶご苦労さ

松岡 ホームーページの開設や所内の IT 化、先ほどお

業に近い形で成長させている松岡敏行先生に、これか

れたのではないですか？

話しした「漫画」による取り組み、外部チャネルの開

松岡 父の時代から事務所を支えてくださっているス

拓などです。「そんなことをする暇があるなら申告書

タッフの方々に認めてもらうのは、かなり大変でした。

でも作ってくれ」という空気もあったのですが、気に

父は、父のやり方で、地域に密着した経営を続けてき

せず邁進しました。従来のやり方では、現状を維持す

た人ですから、その方針を崩すつもりはなかった。反

ることが精一杯で、地域の衰退が進めば事務所も下降

対に私は、私のやり方で、新しいことをどんどん取り

線を辿っていきます。そのような事務所の状況や空気

入れていきたいという考え方ですから、父に付いてき

感は、二代目である自分が変えていかないと、変わる

たスタッフの方々と簡単に折り合えるはずがありませ

ことは絶対にない。非常にエネルギーのいる作業で

らの戦略などを詳しく伺っていきたいと思います。す

応接室に掛けられた精巧
な「モナリザ」のレプリ
カ。実は、敏行先生が高
校時代に描いたものだと
いう。本物と見紛うほど
の完成度で、高い技術力
と芸術に対する情熱やこ
だわりが伝わってくる。

でに代表としてご活躍をされていますが、ずっとお父
様と一緒にお仕事をされてきたのですか？
松岡先生（以下松岡）6 年前に事務所に戻ってきてか
らは、一緒に仕事をしています。それ以前は、2 年ほ
ど独立して別の事務所を経営していました。
吉岡 お父様が税理士ということで、早い時期から事

漫画を描く方はどなたもそうだと思うのですが、「読

ん。「どうすれば私の考えを認めてくれるか」と悩ん

したが、私なりに全力で取り組んだ結果、金融機関

務所を継ぐことは意識されていたのですか？

者に分かりやすく伝えるためには、どんな表現をす

だ時期もありましたが、やはり「結果で語るしかない

やハウスメーカー、各種メディアとの関係を構築す

松岡 かなり厳しく教育されましたし、父は「継がせ

べきか」を一番に考えます。税理士の仕事も同じでは

な」ということで、覚悟を決めて新しいことにチャレ

ることができ、そこから一気にお客様が増えていき

たい」という想いがとても強かったようです。でも、

ないですか？税務や会計の知識はもちろん大切だけ

ンジし続けました。

ましたね。

継ぐ気は全くありませんでした。実は私、漫画家にな

れども、それよりも「伝えること」が極めて重要。で

りたかったのです。ただ、二十歳を過ぎて漫画ばかり

も、この伝える力は、税理士試験の勉強をしても絶

描いていると「このままでは将来が不安だ」という思

対に身に付きません。だからこそ、スタッフには「伝

いが出てくるもので、最終的にはこうして税理士にな

えることの大切さ」を常々教えています。「どれだけ

りました。

素晴らしい申告書を作ったって、その中身を 50％し

吉岡 ここからは、御社のサービスについて詳しく伺っ

吉岡 最も力を入れて取り組んでいる分野、サービスは？

か伝えられなければ、結局は 50％の価値しかないん

ていきます。まずは現在の事務所の状況をお聞かせく

松岡 相続税申告や生前の相続税対策です。相続税の

だよ」って。

ださい。

基礎控除が縮小された平成 27 年から本格的に取り組

松岡 私が事務所に戻ってきた 6 年前と比べて売上は

みをスタートし、現在では 8 人の専門スタッフが在籍

吉岡 漫画家を目指していた税理士の方には初めてお
会いしました。

無料の相続税申告シミュレーションで見込客を獲得
将来への“種まき”と“情報発信”が成功のカギ

松岡 キャリアが全くリンクしていないですよね（笑）。

吉岡 そういえば、相続を題材とした漫画を出版された

ちょうど 2 倍になっており、今期は 6 億円前後に着地

しています。相続税申告による売上は年間でおよそ

ただ、漫画を描いてきた経験は、皆様がお考えになる

そうですね。私も読ませていただきましたが、確かにと

する見通しです。また、従業員数もほぼ倍増しており、

3 ～ 4 千万円、平均単価は 100 万円強なので、件数で

よりもだいぶ役立っているのですよ。

ても分かりやすくて、工夫されているなと感じました。

現在は 50 名規模まで到達することができました。新

いうと 30 〜 40 件ほどでしょうか。事務所全体の売上

松岡 漫画を描くスキルが絶対に必要かといえば、そ

規の拡大件数は年間で 100 件、平均顧問料は月額 4 万

に占めるウェイトはまだまだ小さいですが、専門性の

吉岡 例えば、どのようなことが役に立っていますか？

うではありません。ただ、私の強み、他の人にないも

円ほどです。

高さには自信を持っています。

松岡 漫画って、とても「伝える力」が求められます。

のは「漫画」だった。だからブログに、税についてわ
かりやすく解説している漫画を描いてアップしていた
ら、たまたま編集者さんの目に留まり、出版すること
になった。そして、それを読んでくださった新聞社の
方がセミナー講師として呼んでくださるようになり、

税理士が相続を漫画で解説した、おそ
らく世界でも初めての書籍。相続が題
材というだけあって“重たい”エピソー
ドも多いが、だからこそリアリティが
あるというもの。随所に「さすが相続
専門」と思わせる“深さ”もありつつ、
難解な「相続」についてストーリー仕立
てで分かりやすく解説した好著である。
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そこでハウスメーカーの方々とも繋がることができま
した。結果論かもしれませんが、漫画があったからこ
そ他の事務所と差別化でき、今こうしてたくさんのお
客様に出会うことができています。
「漫画なんて税理士
業務には何の役にも立たない」といって描くことを辞
めていたら、今のつながりはなかったと思います。
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吉岡 本格的に取り組み始めて 4 年間でそこまで実績

取り組みでしたが、最近では法人の設立なども手掛け

を伸ばすのは簡単ではありません。どのような方法で

られるようになりました。そう考えると、やはり地道

案件を獲得されたのですか？

な“種まき”ってとても大切だなと思います。

松岡 相続税申告のシミュレーションを無料で作成し
ています。某金融機関が数十万円という価格でシミュ

吉岡 相続事業承継の専門スタッフが 8 名いらっしゃ

レーションを行っていますが、それよりもずっと精緻な

るとのことでしたが、全員が生前対策まで提案できる

ものです。無料だからといって決して手は抜きません

のでしょうか。

よ。その時点における実際の相続税申告書を無料で作

松岡 いえ、まだそこまでの体制にはなっていません。

り、それを元にお客様にご説明をするのですから、サー

申告書のシミュレーションをスタッフが行い、それを

ビスとして非常にインパクトがありますよね。私の読

持って私がご提案に行くのがオーソドックスな流れで

み通り、開始当初からものすごい数の申し込みがあり

す。「提案までできる人材」を増やしていくことが今

ましたし、たくさんの金融機関が「提携したい」と手を

後の大きな課題ですね。

挙げてくださいました。もっとも、
「金融機関との提携」
というと聞こえが良いですが、はっきりいって WIN-

吉岡 見込み客の発掘はどのように？

WIN の関係ではありませんし、時間もお金もかかるの

松岡 ハウスメーカーや金融機関との共催セミナーが

で所内ではかなり非難されました。
「こんな儲からない

起点になることが多いです。「不動産を活用した相続

ことをするな」という空気は確実にありましたね（笑）
。

税対策」をテーマに私がお話しし、興味を持ってくだ

でも、私はこの活動が将来への種まきになるだろうと

さったお客様には後日、私が手作りの提案書を持っ

確信していました。日本人って、すごく義理堅い人種

てご提案に伺います。不動産管理会社を活用した相

ではないですか。本当に相続が発生した際には「かな

続税対策であれば、お客様は高い節税効果を享受で

りの人が申告を依頼してくださるだろう」と信じて、

きますし、私たちは不動産管理会社の顧問として顧

ひたすら申告書を作っていました。

問料収入を得られます。また、融資をつけて建物を
建てるケースも多いですから、金融機関やハウスメー

スタッフ1人が１分野を極め、より深いサービスを
専門特化の細分化で、紹介がもらえる組織を目指す

吉岡 申告書作成以外の業務、例えば生前対策なども

カーにもメリットがある。不動産管理会社方式で節

吉岡 お客様を紹介してもらえる仕組みが出来上がっ

分野を極める」というのは、ありそうでなかった発

相続税申告のシミュレーションをきっかけとして受注

税メリットが取れそうなお客様がいらっしゃれば、

ているのは、とても素晴らしいですね。相続以外で力

想ですね。

されているのですか？

金融機関やハウスメーカーは必ず弊社へご紹介して

を入れている業種などはございますか？

松岡 この 3 年間で入社してきたスタッフにはこの方

松岡 ええ。もともとはきっかけ作りのために始めた

くださいます。まさに「三方良し」ですね。

松岡 事務所全体として「コレ」という風に特化してい

針をきちんと伝え、入社１年後には、それぞれ特化し

る分野はありませんが、スタッフ一人ひとりに専門分

たい分野を決めてもらっています。「この分野では負

野を持たせる、従来とは少し違った方向性の特化型事

けない」という武器がある方が、絶対に働きがいがあ

務所を目指しています。飲食業だけを担当するスタッ

りますし、各人のパフォーマンスも上がるはずです。

フがいたり、製造業だけを担当するスタッフがいる。

そうすることで、お客様からの紹介も得やすくなるの

そのようなイメージです。経営者の視点に立ってみる

ではないかと期待しています。

と、自社の業種についてよく分かっている担当者に会
計・税務をお願いしたいと思うはずですし、税務調査

吉岡 確かにそうですね。専門知識があれば、経営者

官だって、飲食業だったら飲食業に特化した人が調査

と高い次元で会話できるので信頼も得やすいはず。そ

をしにくるではないですか。ですから今後は、「金属

うすれば、新たなお客様もご紹介してもらいやすくな

製品製造」とか「プラスチック製品製造業」といった

るのは間違いありません。スタッフの強みも伸ばすこ

具合に、より深いレベルの専門特化を進めていきたい

とができるので、素晴らしいお取り組みですね。

と考えています。

松岡 理想論ですが、50 人のスタッフが１人年間 5 件
の紹介を獲得すれば、250 件の新規顧客が獲得できる
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吉岡 事務所全体で一つの分野に特化するのが、この

ことになります。最終的にはそのような事務所を目指

業界でいうところの“特化戦略”でした。「1 人が１

したいですね。
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採用のコツは「リアルにこだわる」
こと
ミスマッチを減らし、人が辞めない組織へ

一人ひとりの適正ときちんと向き合うことが最も重要

ましたが、この「根を張らせる」ところまで私が直接

なことなのではないかと思います。

指導しています。

それから、どれほど働きがいのある仕事をしていて

吉岡 さて、ここからは組織運営について伺っていきた

はタイムカードを載せようかと思っているくらいで

も、人間ですからストレスは必ず発生します。という

吉岡 それは、松岡先生が社員研修の講師をされると

いと思います。まずは採用について。人手不足が叫ば

す。とにかく、リアルを伝えることにはこだわって

のは、仕事におけるストレスの 90％が対人関係から

いうことですか？

れる昨今ですが、採用活動の状況はいかがでしょうか。

います。

生じるものだからです。したがって、社内の空気を良

松岡 いえ、座学の研修の講師をするという意味では

くすること、皆が仲良く働ける職場であることには最

ありません。私が新人と一緒になって実際に仕事をし

松岡 この 2 年間で 13 人を採用することができました。
上場企業の社長面接を断って入社してくれた人もいま

吉岡 なぜそこまで「リアルを伝えること」にこだわっ

大限のケアを行っています。もちろん、離職率だって

ます。一緒にミーティングをしたり、お客様先へ同行

すし、みなとても優秀ですよ。

ているのですか？

低く抑えなければなりません。だって、人が辞めて良

したり、様々なことを一緒に行います。入社間もない

松岡 理由は簡単です。嘘を書けば採用のミスマッチ

い気分になることなど絶対にないのですから。

スタッフと代表が一緒に仕事をする会社など聞いたこ

吉岡 なぜそれほどの成果が出ているとお考えですか？

が必ず起きるので、短期間で辞めてしまうスタッフが

松岡 事務所のリクルートサイトを作ったことがいち

大量発生します。その点、弊社のサイトには嘘が一切

とがないと思いますが、「組織のトップとボトムに一
吉岡 会計事務所では、個人のスキルや適性を無視し

本の筋を通す」ためには最良の方法だと自認していま

ばんの成功要因だと分析して

ないので、直近 2 年間で採用

て「全員が申告書を作り、全員がお客様へ説明する」

す。私にとっても、今の若い人の考え方や意見を知る

います。今の若者は、例えば

し た 13 人 は 誰 １ 人 退 職 し て

ことを求めがちです。でも、松岡先生のおっしゃる通

良い機会になるので、逆に学ぶことも多いのですよ。

リクナビで求人を見た時、必

いません。

り、各人の適性に合った業務を与え、その道を極めて

会計事務所は人が商品。人がすべて。私たちが人の

もらう方が効率的なのかもしれません。適性のない人

育成に力を入れることは、トヨタで言えば「車の製造

ずその会社のホームページを
チェックします。だから、応

吉岡 人材戦略を考える上で、

に教えるのってとても時間がかかるし、教える人のス

に力を入れる」のと同じ。お寿司屋さんで言えば「寿

募者に向けた情報を発信する

離職率は非常に大きな問題

トレスだって計り知れませんものね。さて、組織運営

司職人を育てる」のと同じこと。ここに手を抜いてい

ことが極めて重要なのです。

です。この 2 年間で採用した

の最後は「教育」について伺いたいと思います。教育

るようでは、絶対に良い事務所にはなれないと断言で

も と も と 弊 社 で は、 採 用 に

人は 1 人も辞めていないとの

は所内のどなたが担当をされているのですか？

きます。

300 万円ほど予算をかけてい

ことですが、それには何か秘

松岡 先ほど、根を張らせることが大切だとお話しし

ましたが、リクルートサイト

訣が？

を作ってからは採用効率が格

松岡 入社してきたスタッフ

段にアップしました。

がきちんと根を張れるよう
に、適性を見抜いてあげるこ

吉岡 採用活動は専門のスタッ

と。そして、その適正に合わ

フが行っているのですか？

せた仕事をアサインするこ

松岡 いえ、求人広告の原稿

と。さらに、何かしら欠けて

からリクルートサイトの文章

いる能力があるならば、他の

まで、一言一句すべて私が作

スタッフとタッグを組ませる

成しています。会社説明会や

などしてフォローしてあげる

面接も私が行います。

こと。これら 3 つを徹底しています。例えば、会計事
務所には「素晴らしい申告書を作るけれど、お客様と

7

吉岡 原稿作成にあたって気をつけていらっしゃるこ

はコミュニケーションできない人」が必ず数人はいる

とは？どうすれば人が集まってくるのでしょうか。

のではないかと思います。もちろん、コミュニケーショ

松岡 リアルであること、それから嘘を書かないこと

ン能力を高める努力をすることは大切です。しかし、

です。自社のホームページなんて、誤解を恐れずに

根っからの職人タイプ、研究家タイプの人間ならば、

いえば「書きたい放題」。だから、良いことばかりを

申告書の作成や、そこから派生する書類作成のスキル

書いて、悪いことなんて基本的には書かないではな

を極めてもらうのも“アリ”だと思うのです。全員が

いですか。でも、弊社は違います。「確定申告時期に

申告書を作り、全員がお客様へご説明する。確かに理

は残業があり、7 時ごろまで働くスタッフもいます」

想的だとは思いますが、それを実現するのは容易では

ということまで詳細に記載してあります。来年から

ありません。育成の面でも非効率ですから、スタッフ
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2025年までに100名、2千5百件、
10億円が目標
東京進出も視野に、まずは大阪エリアでの出店目指す
吉岡 最後になりますが、敏行先生が頭の中に描いて

松岡 いえ、そういうわけではありません。私の理想は、

いる今後の展開をお聞かせください。

プロの集団を作り上げることです。もっともっと専

松岡 多店舗展開を積極的に進めていく予定です。と

門性の高い案件を扱えるハイレベルな事務所になり

いっても、新規出店ではなく、M&A ベースで進めて

たいですね。優秀な人材と最高の仕事をするために、

いきたいですね。会計事務所のサービスというのは、

事務所自体をブランド化する必要があるのであって、

根本的な部分はそれほど違わない。だから、
「八尾で

ただ大きくなればいいとは思っていません。「売上の

なければ」という理由などひとつもありません。大阪

ための人」ではなく「人のための売上」です。

だろうが、東京だろうが、質さえしっかりと高めるこ
とができれば、
絶対に成功できる。その第一歩として、

吉岡 具体的な数値目標などはございますか？

大阪の難波と梅田に支店をオープンする計画を練って

松岡 大阪万博が開催される2025 年までに、スタッフ100

いるところです。

名、顧問先数 2 千 5 百件、売上高 10 億円の事務所にな
るのが目標です。2025 年までは大阪で地固めをして、本

吉岡 M&A をベースとした多店舗展開ですか。

当に良い事務所を作る。それができたら、いよいよ東京

松岡 地縁など一切ないエリアで、ゼロからお客様を

をはじめとした他のエリアへ進出したいと考えています。

見つけるのは効率が悪いと考えています。M&A に
よって離れるお客様がいることは否定しませんが、前
の事務所より良いサービスができれば、それは最小限
に抑えることができるはずです。
吉岡 なるほど。多店舗展開ということは、今後は規
模を追及されていくということなのでしょうか？
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