
坂部達夫税理士事務所坂部達夫税理士事務所  ((株株))アサヒ・ビジネスセンターアサヒ・ビジネスセンター
 

２０年の歩み２０年の歩み

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
たいへんお待たせいたしました。皆さんとともに２０年の世の移り変わりと共に坂部会計事務所の歩みを見ていきたいと思います。しばらく、皆様のお目とお耳を拝借いたします。



平成元年平成元年

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　坂部会計事務所は、平成元年に誕生しました。●所長の坂部は、昭和６１年に資格取得。赤羽にある山口修（やまぐちおさむ）税理士事務所から独立したそうです。平成元年はバブルの絶頂期でしたが、バブルの恩恵はそれほど受けなかったようです。
　この年は、中国で天安門事件がおこり、ドイツでは東西を分かつベルリンの壁が崩壊した激動の年でした。また、４月１日から一般消費税が導入され、消費者にとっても企業にとっても慌ただしい年でした。



錦糸町駅北口錦糸町駅北口
 

石井ビルにて開業しました石井ビルにて開業しました

会計ソフトエプソン導入会計ソフトエプソン導入

((株株))日本ＬＣＡ業務提携日本ＬＣＡ業務提携

大東信用金庫様（経営大東信用金庫様（経営
者養成講座開催）者養成講座開催）

坂部所長坂部所長 新幹線通勤新幹線通勤
開始開始

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●錦糸町北口の石井ビルの３階の一室で開業いたしました。現在も顧問先であります(株)アグリックスの太田様のご紹介です。●坂部は、この地に地縁も血縁も御座いません。ただ、太田様からの声掛けだけで、２０年お世話になる場所を決めてしまいました。●会計ソフトはエプソンシステムでした。これは、３年でＴＫＣシステムに切り替わってしまいます。そして、開業時のなにより大きなトピックスは、(株)アサヒ・ビジネスセンターを設立し、●(株)日本LCAと業務提携したことです。その時に、入社したのが、現在の伊藤専務です。坂部は、これからの税理士事務所には、本格的な経営支援のノウハウが必要だと感じ、大変な借金を背負って提携したそうです。●そして、厚かましくも大東信用金庫様（現在は東京東信用金庫様になっていますが）そこに働きかけ、その取引先の方を集めて「経営者養成講座」を企画提案しました。●そして、ここから１３年間にわたる坂部所長の三島からの新幹線通勤が始まります。●下の写真が、坂部の三島の自宅の写真です。



翌年（平成翌年（平成22年）年）  明和ビルに移転明和ビルに移転

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●翌年（平成２年）に石井ビルから、錦糸町方向に少し戻ったところにある明和ビルに転居しました。●中２階にある２６坪の事務所です。ここに、約６年お世話になることになります。この後、２回の引っ越しを経て、都合４つのオフィスを転々としますが、全部同じ町内、「太平町」というところです。坂部は、町内会でも知り合いが増えて「赤信号はうかつに渡れない。」と申しております。



TKCTKCシステム本格稼働システム本格稼働

ＦＰ業務開始ＦＰ業務開始

社員旅行第１回（伊豆社員旅行第１回（伊豆
の伊東温泉）の伊東温泉）

坂部所長坂部所長 筑波大学の筑波大学の
大学院の修士課程へ大学院の修士課程へ

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●当初、会計システムはエプソンでしたが、平成２年にはＴＫＣシステムを本格稼働。翌３年には、エプソンシステムは実質的に廃棄することになりました。ＴＫＣシステムに切り替えた理由を坂部所長はこう語ります。「使い勝手の良さは、エプソンのほうがいいよ。でも、ＴＫＣのシステムは“ちゃんとやろうよ”という思いが詰まっている。そこがいいんだ。」そして、ＴＫＣの研修活動のお手伝いに入っていったそうです。また、「ＴＫＣ活動や税理士会の活動を通して得た知人と経験がいまの事務所の基盤なんだ。」とも言っています。
　●そして、ＦＰ業務に参入しました。いまでこそ、ファイナンシャルプランニングという用語は一般的になりました。当時ＦＰの草分けの井畑敏（いはたさとし）率いるＭＭＩという会社と、やはり大枚をはたいて業務提携をしました。所得税や資産税を扱うときに、「人の生活や思い」を優先的に考えるという事務所の基本的な考え方はこの辺りから形成されてきたようです。
　●そして、待望の第１回社員旅行。坂部に開業当初の夢はと聞くと「社員旅行と会議室」と答えます。第１回の旅行の実現までには数年かかったようですが、理由は資金繰りの関係だったようです。
　●そして、もう一つ、平成７年に坂部は筑波大学大学院に入学しています。そのきっかけは、ＴＫＣニューメンバーズサービス委員会の宮崎大会です。故飯塚毅名誉会長の最後の講演がありました。飯塚名誉会長を囲む懇親会の席。坂部は、飯塚名誉会長を３０分独占し、いろいろな話ができたそうです。坂部が「大学院あたりで勉強できればいいのですが、試験で受かる自信も無いし、時間もないので・・・」というと、飯塚名誉会長は「坂部君、そりゃ、君やりゃいいんだよ。」　この一言で人生が変わった。坂部はそういいます。



経営者講座のご紹介・・・経営者講座のご紹介・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは平成５年、足立信用金庫様主宰の経営者講座の記事です。坂部そして当社専務の伊藤を中心にこのようなビジネス講座を展開して参りました。「ＡＮＢＣニュース」というのは足立信用金庫様がお客様に提供している情報誌で、その中に坂部、伊藤が講師を務める経営者講座が写真入りで紹介されました。



横浜・・・横浜・・・

平成平成66年・・・・年・・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　●●●これは、第２回目の旅行の写真です。見慣れた何人かの顔が見えます。なんと、若かったことか。



平成８年平成８年  淡海ビルに移転淡海ビルに移転

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●平成８年に淡海ビルに移転します。●ここには、平成１９年まで、なんと１１年お世話になります。●４０坪弱ありました。最初は、広いなと感じたのですが、平成１９年にはお尻とお尻がぶつかる状態でした。



当時の事務所の様子・・・当時の事務所の様子・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●●います。います。●懐かしい若い顔。●平成８年になにがあったかというと、「イギリスでの狂牛病騒動」「アトランタオリンピック」「Ｏ－１５７事件」などです。思い出していただけましたか。そして、政治でいえばこの年に、「民主党」が結成されたのですね。そして、安室奈美恵が売り出され、町はルーズソックスをはいた女子高生に占領されていました。また、インターネットの本格普及が始まったのがこの年なのですね。



「税務と経営「税務と経営
 なんでもなんでも

 
Q & AQ & A」」

「住宅の税金「住宅の税金
 なんでもなんでも

 
Q & AQ & A」」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●平成８年より出版物の制作・提供を●始めます。これは保険銀行日報社様より依頼を受けて作成した「損保代理店の税務と経営なんでもＱ＆A」です。●これ以外に、Ｑ＆Ａシリーズとして日本住宅産業協会様より出版した●「住宅の税金　なんでもＱ＆Ａ」があります。
　この「住宅の税金」は、現在（株）ＴＫＣ出版に引き継がれて提供されています。坂部は、このＱ＆Ａの発行・編集に際し、いつも編集者から言われることがあります。「坂部さんのところでお願いすると難しくなるから。」
　でも、坂部は「文章で表現できることは知れている。できるだけ、誤解のないように表現したい。だから、根拠にも気を配りたい。」といっています。売れない本の代表なのかもしれません。



““税務のハンドブック税務のハンドブック””として・・・として・・・

はじめての一般書はじめての一般書

対話を使う表現方法対話を使う表現方法

ＯＬリエと連動ＯＬリエと連動

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●専門家向けの雑誌の論文や専門書の共著はありましたが、●一般向けの本は初めてでした。●この本は、平成１４年１０月に発行されましたが、坂部が依頼を受けたのは平成１３年の年末ころだったと記憶しています。●その表現には、頭をかかえながらだいぶ苦労したようです。●そのころ、エプソンのウェブサイトに「ＯＬリエの経理奮闘記」を連載していました。その一部を会話形式で掲載し、工夫をしていたようです。




平成平成1010年年
 ((社）金融財政事情研究会より社）金融財政事情研究会より

半年にわたる研究会の半年にわたる研究会の
成果です。成果です。

持株会社の解禁には持株会社の解禁には
独占禁止法の改正とい独占禁止法の改正とい
う背景がありました。う背景がありました。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●平成10年　社団法人金融財政事情研究会より出版された、●川越憲治（かわごえけんじ）氏編集・著作の「持ち株会社の法務 と実務」の執筆に加わりました。●これは、総勢１０名でおこなった研究会の成果物です。●現在、持株会社は組織再編の一形態として活用されています。ただ、持株会社の解禁の背景には独禁法改正があったことを知る人は少ないと思います。坂部は研究会に参加した感想を次のように言っています。「世の中の経済的な動きには法律の影響がある。持株会社の解禁の背景に独禁法の改正があるとは思わなかった。」ほとんどの人が知らないのではないでしょうか。



平成平成88年年
 

北海道北海道
 

社員旅行社員旅行

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●●これは、平成８年の社員旅行の写真です。●左上が羽田空港から出発するときの写真。右上が、丹頂鶴公園での写真。●丹頂鶴を相手になにをやっているのでしょう。真ん中の写真が、網走刑務所、網走番外地です。参考までに坂部は高倉健の大ファンだそうです。



ＡＢＣネットニュースＡＢＣネットニュース

平成平成99年年  配信開始配信開始

皆様のお手元に・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●ＡＢＣネットニュースの配信を始めたのが平成９年です。�●これは、「人間には保有能力と発揮能力がある。●すぐれた能力があってもそれを�発揮しなければ意味がない。」という考え方で、●職員全員が知恵を発揮して作って�います。」�



ＦＡＸＦＡＸ  & E& E--MailMailで・・・で・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●向かって左の写真が●ファックス用のＡＢＣ（アサヒ・ビジネスセンターの略）ネットニュース、向かって右がＥ－ＭＥＩＬのメールマガジンです。当初はＦＡＸでお送りしていましたが、現在はＥ-ｍａｉｌと併用して送信しています。なかには、「はじめに」と「私の部屋（社員の自己紹介）」しか読まないという方もいらっしゃいます。配信は無料です。お送りさしあげますので是非メールアドレスをお教え下さい。



ウェブで・・・ウェブで・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、当社ホームページでも、●バックナンバーも含めてご覧頂けます。




「企業経営と財務」

伊藤
 

恒人

セミナーの開催セミナーの開催

「助成金を活用しようセミナー」

廣野
 

正通

「改正会社法の概要」

菊池
 

常雄

「成功する起業のポイント」

坂部
 

達夫

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
平成１０年より、様々なセミナーを開催して参りました。●ＴＫＣ経営革新セミナーとして、時にはＡＢＣセミナーとして、所長の坂部、●中小企業診断士である伊藤、当事務所の菊池常雄税理士はもちろんのこと、●外部からも多種多様な業界より講師をお招きし、業界の動向や将来の展望について語っていただきました。●今日も会場にいらして下さった講師の方々をご紹介しきれないのが大変残念ですが、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

写真：１枚目　伊藤さん、２枚目　廣野さん、３枚目　菊池先生、４枚目　所長↑






昨年のセミナー昨年のセミナー

「情報セキュリティとペーパーレス情報管理」

イーボック㈱ 窪田 昇氏 富士ゼロックス㈱

 
一色

 
良秋氏

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●これから、昨年、平成２０年におこなった●セミナーの一こまをご紹介します。

・2月「情報セキュリティとペーパーレス情報管理」
　イーボック㈱　窪田　昇（くぼたのぼる）氏
　富士ゼロックス㈱　一色　良秋（いっしきよしあき）氏



「人を魅きつける話し方」 「今後の中小企業の経営環境」

セミナー後の交流会の様子・・・

高橋

 
トク子氏 信金中央金庫

 
経営研究所

角田

 
匠氏

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●・6月「人を魅きつける話し方」
●　話し方教室　主催講師　高橋　トク子氏
・１０月
「どうなる今後の中小企業の経営環境」
●　信金中央金庫　経営研究所　角田　匠（つのだたくみ）　氏





平成平成11２年・・・２年・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート


●平成12年12月には●新日本法規出版より共著として「現物給付の税務」が出版されました。これは、現早稲田大学品川芳宣（しながわよしのぶ）教授が監修して、鈴木雅之（すずきまさゆき）氏・秋葉武（あきばたけし）氏・山元俊一（やまもとしゅんいち）氏と坂部で分担執筆したものです。●これは、坂部が事務局をしている筑波税法研究会の最初の成果物でした。
また、翌平成13年6月には「現物給付セミナー」が開催されました。




平成平成1010年伊香保温泉年伊香保温泉

平成平成1111年年
 

伊豆高原伊豆高原

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●ここでちょっと一服。●平成１０年と●平成１１年の●旅行の写真です。●つりは、結構好評でした。



平成平成1212年にスタートした年にスタートした
 ““撃ち放題ゴルフ倶楽部撃ち放題ゴルフ倶楽部””

・・・そして現在に至る！・・・そして現在に至る！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●平成１２年から「撃ち放題ゴルフ倶楽部」が●スタートしました。●いま、メンバーは８人です。でも、みんなちっとも上手になっていません。ちなみにこの写真は平成20年7月のものです。



平成平成1212年年  ホームページ開設ホームページ開設

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●平成１２年に●ＨＰを開設しました。みなさん、是非お立ち寄り下さい。坂部にももっとコラムを書かせますので・・・。



会社案内・業務案内会社案内・業務案内

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（３回次々にクリック）
これは、会社・業務案内。




セミナーの案内・報告セミナーの案内・報告

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●そしてこれが、●セミナーの案内と報告。



「所長コラム」「所長コラム」

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（４回次々にクリック）
これが、更新が少ないと評価の低い「所長コラム」です。



「ＯＬリエの経理奮闘記」「ＯＬリエの経理奮闘記」

エプソンから頼まれたエプソンから頼まれた

企業経理部門サポート企業経理部門サポート
 サイトサイト

事務所の職員教育事務所の職員教育

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●翌年平成13年より連載を開始した●「ＯＬリエの経理奮闘記」です。これはエプソンが主催している税務会計情報サイト「タビスランド」の中にあります。●基本的には事務所全員の持ち回りで書いています。●みんな、文章が結構うまくなりました。あ、もちろん上司のチェックは受けています。



当事務所ホームページからリンクしています。当事務所ホームページからリンクしています。
 

是非ご覧ください！是非ご覧ください！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（８回次々にクリック）
これが、タビスランド「ＯＬリエ経理奮闘記」のウェブページの現物です。当社のホームページからリンクできますので、経理事務の方に教えてあげて下さい。



海外社員旅行海外社員旅行

台 湾

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（４回次々にクリック）
これは平成１４年に初めておこなった海外社員旅行です。坂部は１０年に１回はやりたいと言っていましたので
そろそろ２回目の準備が必要かも。



書道同好会書道同好会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●ゴルフ同好会の次にできたのが書道同好会です。●月に２回、事務所に先生に来ていただいて習っていました。●この写真は平成15年に東京東信用金庫にて作品を展示させていただいたものです。現在は、ちょっとお休みをしています。



所長の戸隠高原訪問所長の戸隠高原訪問

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（５回次々にクリック）
平成１６年に坂部と職員の高田が、お客様の別荘を訪問させていただきました。

中央上の写真にご注目下さい。坂部は、実家が魚屋なのでいつも、マグロくらいおろせるようなことをいっていますが
まあ、カツオくらいがせいぜいかなという感じです。



現代農業現代農業

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●ちょっと、所長の書き物について触れておきます。●これは、農山漁業文化協会（のうさんぎょぎょうぶんかきょうかい）発行の月刊誌「現代農業」です。もう、１０年以上書いています。最新号は連載133回目ということです。



雑誌論文関係雑誌論文関係

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（４回次々にクリック）
その他、専門誌にも寄稿しています。



頼まれたら断れない頼まれたら断れない

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（３回次々にクリック）
頼まれたら断れないらしく、結構あちこちに書いています。



筑波税法研究会筑波税法研究会

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
次は、筑波税法研究会のご紹介です。



第１回目は平成９年４月第１回目は平成９年４月

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
品川芳宣教授を顧問として平成９年から開催してきました。 現在は青山（あおやま）教授・肥後（ひご）教授が顧問となっています。坂部は、事務局として運営に携わってきました。そして、この研究会からは、大学教授を始め多くの人材を輩出しています。今年の、３月に１００回目の記念大会を開催します。



モンゴル講演モンゴル講演

モンゴル財務省訪問モンゴル財務省訪問

モンゴル経済大学訪問モンゴル経済大学訪問

ODAODA支援支援

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●平成１２年の９月、日本大学の平野嘉秋教授の主宰する●モンゴル税務会計学会の行事の一環として●モンゴルへ行って参りました。

右側の２枚は、モンゴル経済大学での講演風景です。学生の真剣なこと。特に女性です。




モンゴル財務省等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
モンゴル経済大学、モンゴル財務省でのワンショットです。この３年後に税理士制度が導入されました。これは、坂部の講演テーマでもありました。ところが残念なことに、実際のモンゴルの税理士制度は韓国の制度をベースにされています。



ＴＫＣ全国会ＴＫＣ全国会
これは誇りです。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●坂部は、TKC全国会で長く研修活動を続けて参りました。●これは、坂部にとって大変貴重な経験と出会いの場となっています。●
その成果の一部が上記の写真です。右下が飯塚毅賞。「中小企業の会計指針とその実務対応」に対して贈られました。



生涯研修生涯研修
コメント

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
少し研修活動の話の続きをします。画面左側はTKC東東京会の機関誌「サンライズ」で、平成１５年の８月号です。
本日、御講話いただいた高橋宗寛和尚（たかはしそうかんおしょう）にTKC理念「自利利他」について語っていただきました。●写真は、研修所開講式後の懇親会、屋形船乗船前のワンショットです。真ん中の写真は平成９年の集中生涯研修での食事の風景です。長崎のグラバー邸です。



東東京研修所と東東京研修所と  
中央研修所中央研修所

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
TKC全国会では、各地域会の研修所があり（当事務所の所属はTKC東東京会）、それを統括する中央研修所から成り立っています。
坂部は、平成１３年７月から平成１９年６月までTKC東東京会の研修所長、平成１９年７月から現在にいたるまで、中央研修所の副所長を務めています。税理士会でも、支部で４年研修部長を務め、２年間は東京税理士会の研修部に所属していました。研修を受けるのは好きではないようですが、するのは好きなんですね。●右上の写真が中央研修所基礎講座編集部会で京都真心庵（しんしんあん）で撮った写真。平成10年です。左下が東東京研修所の秋期大学の写真。これは平成９年。坂部はいずれも左から２番目にいます。次行きましょう。



明治大学とのかかわり明治大学とのかかわり

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●平成14年坂部の母校の明治大学から一つの依頼がありました。●「おまえ、卒業の時にえらい迷惑をかけたのだから手伝え。」
明治大学の知的資産センターに勤める高橋信（たかはししん）先輩でした。坂部は木元進一郎（きもとしんいちろう）先生の「労務管理ゼミ」の末席にいたのですが、高橋氏はそのゼミの先輩。先輩は大学に残り、知的資産センターに所属していました。



①入門起業塾

②産学連携支援専門家

③ビジネスアイデアコンテスト

明治大学

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
先輩からの依頼は多岐にわたるものでしたが、一つは、明治大学で展開する社会人向け講座「リバティアカデミー」の講師です。「入門起業塾」という講座を、平成１４年から１９年の春まで実施しました。受講生は、２００人を超えます。受講生の中には、実際に起業されて、本日この会場にご出席されている方も何名かいらっしゃいます。１０年後２０年後が楽しみです
もう一つは、大学教授が持っているノウハウを生かして起業を促すという「産学連携支援専門家」。坂部は、明治大学以外の大学発ベンチャー支援を延べ２０件ほど指導しています。
最後は、明治大学の学生を対象とした「ビジネスアイデアコンテスト」の講師及び審査員です。坂部は、学生とふれあうのが好きらしくて終わった後は生き生きと帰ってきます。
あ、坂部がどのような迷惑を先輩にかけたのかは本人に直接聞いてみて下さい。



税理士会活動税理士会活動

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
さて、税理士会の活動をこの一枚の写真に集約します。これは、平成１８年におこなわれた日税連の、公開研究討論会の写真。米粒のようですが、左から５人目が坂部です。
　坂部は、この２０年間税理士会の支部及び本会で様々な役職を努めてまいりました。そして、数多くの先生方のさまざまな薫陶を受け、ここまで経営ができたのだと申しております。また、日本税務会計学会では、岩下副学会長のもと、法律部門にてさまざまな活動をしてまいりました。じつは、この日税連公開研究討論会もその成果の一つです。TKC全国会での活動も、税理士会あってのもの。坂部も、今後もできる限りのことはさせていただきたいと申しております。ご指導賜りたくお願い申し上げます。



平成平成1919年年66月月

墨田区太平３－９－５墨田区太平３－９－５

加瀬ビル加瀬ビル22階に階に

事務所移転

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●平成１９年６月に事務所を移転して●おります。旧住所は、●「墨田区太平３－１０－５　●淡海ビル７階」、●新住所は、「墨田区太平３－９－５　加瀬ビル２階」です。歩いて１分、番地が１番しか違いません。　まぎらわしいため、まだ旧住所に郵便物をお送りされる人がいらっしゃいます。名簿の訂正をお願いいたします。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●左の写真のビルの２階です。●一階は、ローソン１００が入っています。また、入り口には右の写真のように大きな看板が掛かっています。ところが、このかかっている位置が高くて、普通に歩くと目にはいりませんし、街路樹が茂る頃には隠れてしまいます。立派な看板なのに、ちょっと残念です。



租税手続辞典租税手続辞典

品川芳宣教授監修品川芳宣教授監修

財経詳報社出版財経詳報社出版

平成１９年１月発刊平成１９年１月発刊

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（５回次々にクリック）
また、この年（平成19年）の1月には財経詳報社より筑波税法研究会編「租税手続事典」が発行されました。これは、筑波税法研究会の２つめの成果物です。税金は、課税面だけではなく、手続面が重要であることを示す辞典です。
　財経出版社の富高（とみたか）社長には色々お世話になりました。



2020周年記念行事周年記念行事
 

その１その１

ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ
・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●昨年11月ゴルフ好きの社長様に声をかけて、大栄カントリー倶楽部にてゴルフコンペを開きました。●不慣れなアテンドでしたが、ご容赦下さい。ところで、右下の写真ですが、一番右は元世界ジュニアフライ級チャンピオン中島成雄様で、現在は株式会社中商という会社の社長です。その隣は所長の奥様。お二人のスコアは秘密です。



ゴ
ル
フ
は
難
し
い

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
坂部会計事務所の撃ち放題ゴルフコンペはいつまで続くかわかりません。が、「事務所でコンペを是非」という方は坂部に申し出てください。●また、坂部は海外で皆でコンペという野望を持っています。職員としては危険を感じています。



最近の事務所の様子・・・最近の事務所の様子・・・

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●最近の事務所の様子です。かなりゆったり仕事できるようになりました。




こんな感じで仕事をしています。こんな感じで仕事をしています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
（４回次々にクリック）
以下、こんな感じで仕事をしていますという写真をご覧下さい。
左上、菊池先生と坂部所長。その右が「坂部さん」所長の奥さんです。左下が、伊藤専務。その右が、佐々木課長と小高さん。



相相  談談  編（１）編（１）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●うちの事務所では「しっかり、相談しろ。」が合い言葉になっています。左上が、高田さんと佐藤さん。●その右が佐藤さんと遠藤課長。左下が、佐々木課長と嶋田さん。右下が、高田さんと所長。



相談編（２）相談編（２）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●相談編の続きです。左上の写真が佐々木課長と上杉さん、その右横が石塚所長代理と坂部啓太さん。坂部啓太さんは所長のご長男です。左下が、坂部所長と松永さん。その右が、佐々木課長と高田さん、高田さんは、後ろ姿で登場ですが、自転車大好きのアスリート女性です。



電話編電話編

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●これは、電話編です。とにかく、事務所はいつも●何処かで電話が鳴っています。



菊池先生と研修風景菊池先生と研修風景

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●坂部会計事務所では、研修を頻繁におこなっています。●真ん中と右側の写真は研修風景です。●また、この会議室では１５名位が参加するミニセミナーを適宜おこなっています。左上の写真が菊池税理士です。菊池先生は、事務所で発生したさまざまな案件について検討資料を作ってくれています。また、職員の税務相談に親身にのってくれ、坂部会計事務所のブレーンです。現在、過去、菊池先生の作成した資料を整理して「菊池文庫」を作るという計画が進行中です。



所長より所長より

これが坂部会計事務所の「過去と現在」です。これが坂部会計事務所の「過去と現在」です。

未来についてはわかりませんが、「過去と現未来についてはわかりませんが、「過去と現
 在」の延長線上に存在することは事実です。在」の延長線上に存在することは事実です。

できる限り「現在」において善い種を振り撒き、できる限り「現在」において善い種を振り撒き、
「未来」において様々な花を咲かせてみたい「未来」において様々な花を咲かせてみたい
と思っています。と思っています。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
過去・現在・未来は、複雑な因果関係と縁によって構成されています。われわれは、税理士事務所という立場において常に最善の努力と最善の結果を求めて業務に邁進してまいります。今後ともご支援・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。 
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