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馬越晃一
馬場

年

山本直也

年の歴史を持つ馬越晃一税理士事務所（岡山県倉敷市）と気鋭の若手税理士率いる馬場輝税理士事務所（同岡山市）の合併により、平成

名、倉敷、岡山の２事務所体制で３年目を迎える地域密着型の税理士法
29

士法人リアライズの倉敷事務所にお邪魔して

就任され、馬越先生は会長へと退かれていま

山本先生が馬越先生から承継する形で所長に

そこで、その設立の経緯と今後の展望につ

います。岡山の馬場税理士事務所と、倉敷の

されています。現在、岡山事務所は馬場先生

いて、馬場代表、山本副代表、そして馬越会

ＴＫＣの活動をきっかけに、

が、倉敷事務所は旧馬場税理士事務所出身の

す。

本日は２年前、岡山県に誕生した税理

馬越会計事務所が合併し、非同族承継で運営

︱︱

岡山県の２事務所が合併

話を伺った。（写真撮影：市川法子）

今後の展望について、リアライズ会長の馬越晃一氏（写真中央）、代表の馬場 輝氏（同左）、副代表で倉敷事務所所長の山本直也氏（同右）にお

入れてきた両事務所だが、合併による相乗効果は大きく、「課題解決型事務所」として拡大を続けている。税理士法人リアライズ誕生の経緯と、

のもと、非同族承継による合併が実現した。もともと経営改善計画策定支援では、県内でも１位、２位を争うほど、中小企業の経営支援に力を

人だ。ＴＫＣ会員である両事務所の所長同士が、地域活動を共にするなかで信頼関係を築き、組織の永続的発展的発展を目指すという共通認識

６月に誕生した税理士法人リアライズ。現在、税理士５名を含む総勢
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らお聞かせいただけますか。

務所の大本である馬越税理士事務所のお話か

長のお三方に伺います。まず、現在の倉敷事

ところはあると思います。

織づくりが多少、おろそかになってしまった

忙しい時期が長く続きました。そのため、組

部長）も担っていましたので、目が回るほど

うえ、ＴＫＣの役職（ＴＫＣ中国会岡山県支

一生懸命働いても、１人平均６００万円程度

ビジネスモデルの違いだと思います。職員が

馬場

︱︱

簡単にいってしまえば、理想とすべき

独立した理由は何だったのでしょうか。

ました。

したのですが、結局独立開業することになり

歳のときに税理士

事務所を開業しました。将来を考えて税理士
︱︱

の売上しかありませんでした。スタッフが定

年、

の資格を目指し始めたのが大学時代で、卒業
ていたのですか。

私は、昭和

後に会計事務所に勤めながら資格を取り、そ
馬越

馬越

の２年後に独立開業しました。おそらく岡山

ので、もう

件とまずまずの滑り出しでした。地方

名近く所員がい

順調に顧客を伸ばしてきたのではないかと思
います。ただ、ピーク時に

伸び悩みの原因は何だったのでしょう

私の子供が全く違う職業につきました

年まで安心して働ける、すなわち地方公務員

たときは、とてもよいタイミングだと思いま

そ こ で、「 顧 問 先 に 自 計 化 を 推 進 し て、 記
帳代行から経営支援を中心としたサービスに
変えていきたい」と気持ちを伝えました。
もちろん、その考えについて、叔父は理解

員が大半を占める事務所でしたので、ビジネ

した。

自計化システムを導入して

スモデルの変更は現実的ではありませんでし

を示してくれました。しかし、ベテランの職

収益性の高いビジネスモデルを確立

た。それなら、新しく事務所をつくってやっ
たほうがいいだろうと逆に提案され、一念発

次に、馬場税理士事務所設立までの経

︱︱

か。

基本的には、ＴＫＣの自計化システム

もちろん、そのためには高い能力も、新しい

ＦＸ２を入れて自計化を推進していきました。

馬場

つくっていかれたのですか。

開業後、どのようなビジネスモデルを

起して独立することにしたのです。

時、既に高齢でしたので、後継者として入所

30

︱︱

緯を伺います。馬場先生はいつ資格を取られ
組織化がスムーズにいかなかったこと

年です。大学を中退したあと叔

馬越

平成

たのですか。
馬場

歳で資格を取得しました。叔父は当

父の税理士事務所に入り、働きながら勉強を

私自身がずっとプレイヤーでしたし、その

名ほどの規模を維持するとなると、さまざま

16
して、

タリティーさえあればできます。しかし、

だと思います。一定の規模までは自分のバイ

︱︱

してきました。

悩みの時期に入り、増えたり減ったり繰り返

たころもありましたが、そこから若干、伸び

20

の脱却が必要でした。

レベルの給与を支給するには、記帳代行から

にありました。

に動かなければと思い始めました。ですから、

歳を過ぎ、そろそろ具体的

年近く前から親族外承継は念頭

事業承継についてはいつごろから考え

県内では当時、最年少だったと思います。

28

割と関与先拡大は得意なほうで、開業１年
目で

50

20

62

ならではの保守的な慣習にも屈することなく、 馬場先生との間で偶然にも合併の話が浮上し

40

な問題をクリアしなければならないのです。

15
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度から現在まで平均

社ほどのお客様からご

依頼を頂いています。社長に適時な記帳の重

ノウハウの習得も必要ですが、自計化による
業務効率化で生まれた余剰時間を、より付加
要性を説き、自計化システムを導入していた

作業にかかる時間を減らし、浮いた時間を財

生です。

山本が資格を取ったら、居住エリアである倉
敷で開業することになるだろうという話をし
ました。

そ の と き に、 馬 場 先 生 か ら「（ お 客 様 を ） 一
馬場

いました。

︱︱

山本所長は新卒で馬場事務所に入所さ

いえ。大学卒業後はしばらく、北九州

6
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かし、徐々に経営支援サービスのよさが、当
社の顧問先から口コミで広がっていき、自計
化対応のお客様が増えていきました。

顧問先の乗り換えをきっかけに、

税理士法人リアライズの設立の経緯に

合併話が浮上
︱︱
ついて伺います。まず、馬越先生と馬場先生
は、もともとどのようなご関係だったのでし

ＴＫＣでは地域の先生方と日常的に付

ょうか。
馬越
き合う機会が多いので、馬場先生のことは事
務所開業当初から知っていました。私とはひ
と回り以上年が離れていますが、行動力・実
行力があり、若手のなかでは一番目立ってい
た先生です。
私がＴＫＣの支部長を務めていたときには、
ＴＫＣ全国会の法人税・消費税テキスト執筆

このビジネスモデルなら、１人あたり、売上
務分析のアドバイスなどに充てていきました。 ますが、私は高く買っていました。

どういったきっかけで合併の話が持ち

上がったのですか。

︱︱

営支援のニーズは高くなく、自計化にご理解

数年前の話ですので、今ほど経

独立開業の出だしはいかがでしたか。

しかし、

︱︱
馬越

普通なら、所長同士が話し合うような類いの
山本

きっかけは偶然です。旧馬越会計のお

をいただけないケースも多々ありました。し

出来事ではありませんが、馬場先生と私はＴ

旧馬越会計のすぐ近くです。当時、私は１時

資格取得後１年で、いきなり

時的に預かっておきます」と言われ、統合の

ありませんが、いずれは別の場所に拠点を出

れたのですか。

年の事務所を承継

ことだなとすぐにピンときました。

すことになるだろうと考えていました。それ

山本

開業

︱︱

で、こちらに移ってこられたお客様のマスタ

市の専門学校の税理士講座で、財務諸表論と

Ｃ入会。ＴＫＣ中国会岡山県支部長などを歴任。

山本が資格を取れば、暗黙の了解では

況を知っていたということでしょうか。

ーデータの移動について相談をするために、

昭和62年４月馬越晃一税理士事務所開業。同年ＴＫ

馬場事務所に、年内にも資格を取得す

30

税理士法人リアライズ 会長。税理士。中小企業診断士。

そうなのですね。ある程度、互いの状

馬越

馬越先生に電話をしました。その話のなかで、 簿記の講師をしていました。その後、地元の

人ですから、電話をかけてきてくれたのです。 間かけて倉敷から岡山の馬場事務所へ通って

実は、私の家は倉敷事務所、すなわち

ＫＣ内でよく見知った関係でしたし、律義な

客様が旧馬場税理士事務所に移られたのです。 馬場先生から聞いていました。それが山本先

馬越先生ほどではありませんが、初年

した。

１０００万円はいくだろうという試算をしま

のリーダー的存在です。僭越な言い方になり

せんえつ

きますし、労働時間の削減にもつながります。 だき、自計化を推進していく。それによって、 委員も務めてもらっていました。若手税理士

価値の高い経営助言業務に割り振ることもで

10

馬場

10

る職員がいて、もう一人税理士が誕生すると

馬越晃一（うまこし・こういち）
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岡山県に戻り、馬場輝税理士事務所に入所し
いてのすり合わせはしました。しかし、事務

んど障害もなく統合できたと思います。

所としての基本理念が同じでしたので、ほと

統合の話を聞いたとき、どうお考えに

ました。
︱︱

践あり。節税対策では、「経営力向上計画等を駆使した

重責ですが、今は、私は県内一やりが

支援事業」においては岡山県内トップクラスの件数実

きた私が、馬越先生の後釜になるというのは、 合っているわけですね。

当然、岡山事務所とは密に連絡を取り

山本

す。
︱︱

平成

年に、ＴＫＣで企業の経営改善

会計事務所の組織化について、馬場代表の考

法人化して、規模が大きくなりました。

国でも５本の指に入るのではないかと思いま

の分野では圧倒的な強さを持っています。全

併してできた税理士法人ですから、経営改善

１位、２位を占めました。その２事務所が合

馬越事務所と馬場事務所が、その数において

クト」が立ち上がったとき、中国会のなかで

計画策定支援を推進する「７０００プロジェ

馬越

当するよう、２事務所間で顧問先の移動も行

また、基本的にはエリアごとにお客様を担

サービスは同じです。

力化、財務分析、経営者のサポートといった

すので、経営方針はもちろん、経理事務の省

ているつもりです。組織として統一していま

隣の部屋にいく感覚で一緒に仕事をし

若干腰が引けるところがありました。それで

ん、山本先生よりずっとキャリアが長い年上

山本

士ではなく、新しく拠点を設けることになる
も、単純に馬越先生の後継ではなく、合併し

もちろん、２つの事務所がひとつになるわ
の職員もいますから、それを任されるのは大

確かに、倉敷事務所は開業歴が長いぶ

けですから、対顧客サービスや人事などにつ

います。これを実現するべく、われわれは経

馬越

い、効率化を図っています。例えば、紹介さ

理事務の合理化と、財務分析による経営サポ

合併によって早まったという感じです。

れたお客様が、たまたま私の知り合いだった

ートをセットでお客様にご提供しています。
また、私が理事長を務める「岡山県経営コ

としても、それが岡山市内の会社であれば、
岡山事務所に対応してもらいます。

業の先生や専門家と連携し、顧問先の経営を

ンサルタント事業協同組合」を通して、他士

経営改善では

トータルサポートしています。例えば、経営

ように特定調停を使った改善計画などのご提

計画の作成支援や、期限切れ欠損金を使える

全国でも五指に入る実力
︱︱

案など、士業連携で行っています。そういっ

税理士法人リアライズの強み、特長に

ついてお話しください。

た再生改善案件においては、県内シェアナン

士登録。税理士登録前より経営改善計画策定事業で岡

当社は「社会の安定」を目指し、人材

に勤務しながら税理士試験に合格し、平成29年税理

馬場

26

地元岡山に戻り、馬場輝税理士事務所（岡山市東区）

えをお聞かせください。

講座（財務諸表論）簿記講座の講師を務める。その後

で開業することになるだろうと。その時期が、 任ですから、多少救われています。

だろうという共通認識はありました。すぐに

︱︱

いのある税理士だと感謝しています。

山本

変でしょう。

資金繰りの相談が多いのが特徴で、「経営改善計画作成

てできた組織の副代表という立場での所長就

たださすがに、ずっと馬場事務所で働いて

務所を創業。平成29年税理士法人リアライズを設立。

ではないにせよ、いずれ私の地元である倉敷

なりましたか。

理士事務所勤務を経て、平成17年、馬場輝税理士事
大学卒業後、税理士試験受験予備校で11年、税理士

私が資格を取ったら、１事務所２税理

税理士。岡山コンサルタント事業協同組合理事長。税
税理士。昭和51年生まれ。下関市立大学経済学部卒。

バーワンを誇っています。

意とする。
融機関と連携した多数の支援実績あり。

税理士法人リアライズ 代表（岡山事務所所長兼任）。
税理士法人リアライズ 副代表（倉敷事務所所長兼任）。

育成、企業の存続・発展支援を理念に掲げて

戦略的節税」及び「法人設立シミュレーション」を得
山コンサルタント事業協同組合の中小企業診断士、金

馬場 輝（ばば・あきら）
山本直也（やまもと・なおや）
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採用についてはいかがですか。

は たん

です。形のうえではピラミッド型でも、実態

職 員 数 が ４ 〜 ５ 人 だ っ た こ ろ は、 自

馬場
が文鎮型組織では、いずれ破綻することにな

︱︱
当社の方針を十分理解してもらうこと

また、入社後の育成プログラムも、会計業

しかし、組織を形成していくうえで、要とな
税理士法人の理念はどのようにして作ったの

︱︱

は人事交流もできません。ですから、相当話

長に合わせて、岡山・倉敷の中心部に拠点を

将来的には若手税理士や管理職スタッフの成

業の合併において理念の共有は最優先事項だ

いします。

の展望について伺います。馬越会長からお願

︱︱

が、いつかわれわれも後継者にバトンタッチ

山本

げたいと思っています。

は馬場と私とで代表、副代表を担っています

できなくなってしまいますから。したがって、

ンも可能ですし、ある程度、安定した規模に

われわれのやるべきことだと思います。

でいくことができる人材を育てていくことも、

もちろんそうです。お互いに信頼して

10
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分ひとりで引っ張っていけましたので、「組

山本

織」という意識はほとんどありませんでした。 ると思います。

ます。逆にいえば、それ以上になったら組織
が第一です。そのうえで入社してもらいます

人くらいまでなら、そのままいけたと思い

化しなければ回わらなくなるだろうという認
から、入社後にミスマッチが見つかることは

を痛感しているところです。やはり、この数
界の未経験者と、多少の実務経験・知識のあ

あまりありません。

になってくると、マネジメントをしていくう
る人とで分けています。一人前になるまでの

名規模になった今、まさにそれ

えで、５人くらいを束ねるリーダー、いわゆ
プロセスに対しての認識も、初めから共有し

事務所が

る中間管理職が必要になってきます。リアラ

ということはありません。

ていますので、「こんなはずではなかった」

つまり、マネジメントできる人間を育

親族外承継で

税理士事務所は職業においてスタッフ

馬場

永続的発展を目指す

る人材はどうしても必要です。ですから、そ
ですか。

は、できるだけ少ないほうがいいと思います。

のような人材を育成していかなければなりま

経営理念は、旧馬場会計のものをその

まま使用しました。双方の経営理念からいい

馬越

組織の箱と役職だけつくっても意味があり

とこ取りをするのはあまり意味がないと思っ

然、親族外承継で後進に引き継いでいくべき

ません。その役職に就く人は、しっかりとマ

給与体系と報酬規定です。本当にビックリす

だと思っています。私にも山本にも子供はい

たからです。

そ の 代 わ り と い っ て は な ん で す が、 法 人

るくらい違っていました。しかし、これも経

「リアライズ」とは「実現する」という意味

し合いを重ね、合併までに統一を成し遂げま

ますが、子供に承継するつもりはありません。

です。社員の夢とお客様の夢を実現する。そ

と考えていました。経営理念・経営方針は組
馬越

するときがきます。それまでに、安心してバ

設け、スタッフが活躍できるフィールドを広

した。

織の根幹部分ですので、その表層的な文言だ

ーンを目指すこと。これが経営方針のベース

トンを預けられる税理士を育てておかなけれ

最後に、税理士法人リアライズの今後

けでなく、本音の部分まで掘り下げなければ

にあります。完全なる親族外承継によって合

ばなりません。でなければ、引退したくても

せんべん

馬越先生に先鞭をつけていただき、今

なりません。合併したのにいつまで経っても

併を実現しました。これは、よい先鞭をつけ

まずは、企業としてゴーイングコンサ

お客様から「旧××会計」といわれるようで

ることができたと思っています。

年後へつない

なるまで拡大を続けていくことも可能でしょ

︱︱

年後、

︱︱

う。しかし、そのためには人の採用、育成が

いました。今後の税理士法人リアライズの発

組織拡大と同時に、

の間に信頼関係があったのですね。

必要ですし、なにより、税理士を生み出して

展を祈念いたします。

この承継パターンならゴーイングコンサー

馬越

いかなくてはなりません。それだけの器は、

合わせを行いました。

いなければ、そもそも合併の話が持ち上がる

既にあると思います。もっと大きな組織に育

当然、そこには馬越先生と馬場先生と

ことすらなかったでしょう。ですから、私は

てていってほしいと思います。

本日はお忙しいなか、ありがとうござ

一番初めに「疑問点は全て、今の段階で解決

親族外承継でできた法人ですから、当

馬越先生のお言葉を受けて、馬場先生、

︱︱

その回答を受けて、一番違うと思ったのが

馬場

しよう」と、馬場先生に詳細な質問状を渡し

30
山本先生、お願いします。

そうならないよう時間をかけて徹底的にすり

は、合併した意味がありません。ですから、

私は、中小企業診断士としての経験上、企

のような意味を社名に込めています。

「株式会社リアライズ」から持ってきました。 営の根幹です。給与体系を統一しないことに

名 は、 私 が も と も と つ く っ て い た 会 計 法 人

ネジメントできる人材でなければならないの

せん。

先ほど、経営理念の話が出ましたが、

一人ひとりがプロであるべきなので、管理職

てていかなければならないということですね。

︱︱

イズの組織化は現在進行形です。

30

識はありました。

10
ました。

20
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非同族承継、
２事務所合併により誕生した税理士法人リアライズの 事務所成長戦略を探る
INTERVEW
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