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Technology で Breakthrough を

あさひ総研

東北経済産業局長賞受賞

あさひ通信　

中小企業の経営資源集約化に資する税制に関して

遺言について➀

中小企業経営強化税制の延長➁

労災保険を使うと保険料が上がるのか

　　 第 ��� 回　リクルートのなぞ

INFORMATION

社会福祉法人の事業展開に関して



企業を取り巻く環境は、DX 化、新型コロナウイルスへの対応、人口構造の激変、AI やロボティクスをはじめとしたテクノロジー
の進展により、これまで経験したことのない状況に遭遇しています。これまでの業界の常識や前提は通用しない時代、従前の枠
を超えた思考が必要な時代になっていると感じます。あさひグループではこれまでの会計事務所の枠を超えて、経営者の皆様に
役立つ情報を提供、活用頂きたいという思いを込めて『Beyond』を発刊いたします。

[ Beyond] について

Technology で Breakthrough を
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あさひ総研

第 �� 回日経ニューオフィス賞　東北経済産業局長賞受賞

・事業承継
　中小企業の経営資源集約化に資する税制に関して

・相続
　遺言について➀

・税制
　中小企業経営強化税制の延長➁

・労務
　労災保険を使うと保険料が上がるのか

・社会福祉法人
　社会福祉法人の事業展開に関して
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あさひ通信 　第 ��� 回　　リクルートのなぞ
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３D配管図面を作成するサービスを提供している。また、
漏水音を AI で診断、スマホ上に漏水音を画面表示し、位
置情報と組み合わせて漏水箇所を見える化する「音とり
くん」のサービスも行っている。
　以前、顧問先で水道費用が多額に発生し、建物配管内
の漏水発生に気づいたという事例もあったが、公共施設
に限らず、全国の商業施設、マンションなどの設備も老
朽化、更新問題を抱えている。健康診断同様、事前診断
で重大な事故を避け、ピンポイントで修繕すれば、修繕
費用も抑えられる。診断の結果問題がなければそれで安
心を得ることができる。建設現場で人が行けない場所で
の作業を可能にしたドローン技術をヒントに船橋氏がス
タートさせたプロジェクトは、AI エンジニアでもある菅
原氏らの開発を経て、間もなく設備業界に事前診断とい
うサービスを生み、業界の Breakthrough を起こすであ
ろう。インフラ老朽化問題にも光を見出すことができる。
　AI、ロボティクスを活用し、これまでの障壁を打ち破
るサービスが様々な業界におきている。AI やロボティク
スが仕事を奪うとネガティブにとらえる人もいるが、む
しろ、AI やロボティクスが仕事を生むと考えるべきであ
ろう。Technology が新たなサービスを生んでいる。既存
の枠にとらわれない視点と Technology の活用が世界を
変えている。

※１　平成 �� 年 � 月 �� 日総務大臣により、インフラ長寿命化計画を参考として、全
　国の自治体に公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するよう通知。公共施設
　等をすべて更新した場合の今後 ��年間の更新費用は、１年当たりで約 �,��� 億円、
　これは、近年の更新費用の約�.�倍に当たるものとの試算が公表された。

※２　弘栄設備工業株式会社（山形県山形市）のグループ会社であり、「配管くん」、「音
　とりくん」サービスやこれから派生する情報を設備業界内で共有する業界プラット
　フォーム構築を目指している。

　���� 年 � 月 �� 日早朝に京都市西京区で起きた水道管
破裂事故は、インフラ老朽化問題で取り上げられる有名
な事例だ。老朽化した水道管が破裂、同じく埋設されて
いた都市ガスの配管を破損し、ガス管に水が流入、家庭
のガスコンロから噴水が起きるなどの被害が出た。消防
隊 �� 隊が出動し、周辺 � 万５千世帯のガス供給が最長
�� 日間停止するなど、断水と合わせて大事故となった。
京都市上下水道局は各家庭へ入浴料や機器損傷の補償を
行い、大阪ガスにも��億円弱の賠償を負うこととなった。
　���� 年代の日本列島改造論より、日本中で、公共施設
等の建設、上下水道、道路などのインフラ整備が大きくす
すんだ。しかし、現在、整備後 �� 年、�� 年を迎え、老朽
化が進んでいる。京都での事故同様、老朽化した水道管破
裂による道路陥没事故は全国でおきている。一方で人口減
少や社会保障関係費の増加により、投資的経費は抑制され、
老朽化したインフラ更新費用が捻出できない状況がある。
あさひ会計では、自治体の公共施設等総合管理計画※１作
成支援、更新支援をしているが、試算するに、財政悪化で
すべてを更新することが出来ないことは明白だ。上水道に
限らず、老朽化に対しての対処療法は災害の発生可能性や
社会インフラ維持の点でも問題である。
　埋設管、建物壁面内の配管などの設備は、直接見るこ
とはできないため対処療法しかないのであるが、この課
題を Technology で解決し、設備業界に「見える化」の
イノベーションを起こしている会社がある。
　株式会社弘栄ドリームワークス（代表取締役　船橋吾
一氏、菅原康弘氏）※２では、配管を移動しながら管内を
撮影する自社開発ロボット「配管くん」で、配管診断と

統括代表社員　田 牧　大 祐

Technology で Breakthrough を

Technology がもたらす
　　　　インフラ老朽化・更新問題への光明



　一定の計画認定を受けた中小企業が、計画に基づく M&A を実施した場合に、➀設備投資減税、➁雇用確保を促す税制、➂準備金
の積立を認める制度が活用できる「中小企業の経営資源集約化に資する税制」が創設されました。
　新型コロナウイルス感染症による先行き不透明な状況下で地域経済と雇用を守る中小企業に、M&A 等による経営資源の集約化
を後押しすることで、新規事業拡大や多角化等を促し、より一層の生産性向上を目指す思惑があります。
　当税制を適用できる中小企業は、中小企業等経営強化法上の特定事業者等に該当し、また租税特別措置法上の中小企業者等に
該当する必要があります。詳細な要件は割愛しますが、特定事業者等には常時使用する従業員数が �,��� 人以下であることや、
中小企業者等には資本金又は出資金の額が � 億円以下であること等の条件があります。

中小企業の経営資源集約化に資する税制に関して

山形事務所
特別経営支援部
公認会計士・税理士　広川　諭

2010 年 新日本有限責任監査法人（現 EY 新
日本有限責任監査法人）入所。事業会社を中
心に会計監査業務に従事。2017 年 税理士法
人あさひ会計に入所後はＭ＆Ａ支援、株価算
定・シミュレーション、財務デューデリジェ

ンス、税務相談（組織再編、グループ法人税制）を担当。

＜留意点＞
　上記税制を活用するには図１のスケジュールを踏む必要があります
が、事前確認や経営力向上計画の作成、DD( デューデリジェンス ) 要
件確認や M＆A 実行、経営力向上の報告を行う必要があり、一定の事
務手続負担が必要です。M&A は通常 流動的にスケジュールが変更と
なることが多く、当税制の使用にあたってはスケジュール管理が重要
となります。

【図 1】

＜制度概要＞

① 設 備 投 資 減 税

② 雇用確保を促す税制

③ 準 備 金 の 積 立

経営力向上計画に基づき、一定の設備を取得等した場合、投資額の 10％を税額控除※ 又は全額即時償却。

経営力向上計画の認定を受け、経営力向上報告書を提出した上で、給与等支給総額を対前年比で 2.5％以上
引き上げた場合、給与等総額の増加額の 25％を税額控除。

事業承継等事前調査に関する事項を記載した経営力向上計画の認定を受けた上で、計画に沿って M&A を
実施した際に（株式取得、取得価格 10 億円以下）、投資額の 70% 以下の金額を準備金として積み立て、
積立金額を損金算入することができます。これは M&A 実施後に発生し得る簿外債務等のリスクに備える
ためです。積立後は５年据置き、5年間で取り崩します（益金算入）。

中小企業の経営資源の集約化に資する税制概要・手引き　令和 3年 8月 2日更新　中小企業庁より抜粋

※資本金 3000万円超の中小企業者等の税額控除率は 7%
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種類 自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
公証人や承認を必要と
せず、全文を自筆して作
成するもの ( 財産目録は
PCでの作成が可能)

遺言内容を本人が口授
し、それを公証人が記
述し作成するもの

本人が証書に署名押印
した後、封筒に入れ封
印して公証役場で証明
してもらう

�名不要 �名

不要必要
(法務局保管の場合は不要) 必要

証人

家庭裁判所の検認

長所

短所

・遺言の存在と内容が明確
・公証役場保管

・作成が容易
・法務局保管(任意)

・遺言の存在が明確
・内容を秘密にできる

・遺言の内容が
      漏れる可能性がある

・費用が掛かる

・無効になる可能性あり
　(形式不備)

・無効になる可能性あり
・紛失の可能性あり

作成方法

株　
券

山形事務所
相続サポートセンター　マネージャー
公認会計士・税理士　伊藤　俊和

事業会社の経理を経て、あずさ監査法
人に勤務。現在は税理士法人あさひ会
計で相続・事業承継の実務に携わる。

遺言について①

　今回は「遺言の種類」について説明します。
　遺言書には、(�) 自筆で書くもの、(�) 公証人に作成してもらうもの、
(�) 公証人に遺言書の存在を確認してもらうものの � つがあります。
　
(�) 自筆証書遺言
　遺言者が全文、作成日付および氏名等を自筆で書き、押印する
ことによって作成する遺言のことです。� 種類の方式の中で、もっ
とも簡単で費用もかからない方式です。自筆が条件であり、代筆
やテープ（音声）での録音は無効です。自筆証書遺言は自由にい
つでも作成が可能で、他の� 種類に比べると作成は簡単ですが、内
容に不備があった場合相続人間のトラブルにも繋がりかねません。
また形式に不備等があった場合には、無効になるケースがありま
す。
　⇒���� 年 � 月 �� 日より自筆証書遺言を法務局で保管する制度
　　が利用できるようになりました。＜補足＞参照
　(�) 公正証書遺言
　� 名以上の証人（推定相続人、未成年者などは証人にはなれま
せん）の立会のもとで、公証人に作成してもらう遺言です。公証
役場に保管され、最も安全かつ法的根拠の点で確実な遺言です。
身体が不自由などの理由で公証役場まで出向けない時は、公証人
に自宅や病院まで来てもらうこともできます。
　(�) 秘密証書遺言
　遺言者本人または代筆者が作成して封印した遺言書で公証人に
遺言者本人のものであることを確認してもらい作成されるもので
す。公証人は遺言書の存在のみを証明してくれますが、内容には
関与しません。

●結局どの方式の遺言がいいのか？
　結論としては、公正証書遺言をお勧めします。
【公正証書遺言のメリット】

➀公証人が作成するため、様式の間違い等による無効リスクが　
　ない
➁公証役場で保管するため、紛失や偽造の恐れがない
➂家庭裁判所の検認の必要がなく、すぐに手続きが進められる
➃高齢又は病気などで遺言者に筆記する能力が失われていても、
　公証人が代筆で作成可能
　

　公正証書遺言は、公証人が作成することから、法律上有効とな
る内容であると認められ、公証人のほかに証人二名が遺言書の作
成に立ち会うため、遺言の成立について相続人の間で紛争となる
可能性を大きく低減させられます。また、最終的には公証人が遺
言者及び証人の前で公正証書遺言の内容を読み上げ、一つ一つ内
容について遺言者に確認する点も、遺言者の意思の反映という点
で最も有効なものになります。
　ただし、公証人は税務的なアドバイスまでは行わないため、そ
の遺言が税務上一番メリットのある形とは限りません。そのため、
公正証書遺言で作成したが、相続税申告の際に小規模宅地の特例
等が使えないと後日わかったケースが多々見受けられます。こう
いったケースを回避するためには、事前に税理士と遺言書案につ
いて相談し、相続税申告や相続財産の譲渡所得税申告において特
例を使えるかなどを踏まえた原案にて、公正証書遺言を作成する
ことが一番安全です。

＜補足＞����年�月��日より開始された自筆証書遺言保管制度について
　前記 (�) 自筆証書遺言を法務局で保管する制度が始まり、従来の
問題点である「保管場所が不明」「偽造・変造のおそれがある」「検
認が必要」という点に対して改善がなされ、自筆証書遺言書は以
前より扱いやすい遺言となりました。しかし、実際は下記のように、
まだまだ利用しにくい点があるのが現状です。
➀法務局職員からは遺言内容についてのアドバイスはありません。
　形式の確認はするとしていますが、「署名、捺印があるか」「日
　付が記載されているか」等限定的なものです。
➁遺言書保管後に遺言者の住所、本籍、電話番号についての変更
　があった場合、その都度法務局に届出が必要となってしまいま
　す。これは遺言執行者についても同様です。例えば遺言執行者
　の住所変更の届出がなされず、遺言者死亡時に通知対象の遺言
　執行者の住所が変わってしまえば、法務局から通知が届くこと
　はありません。
➂遺言者が死亡した後に、遺言書情報証明書を取得する段階で、
　出生から死亡までの戸籍謄本と相続人全員の住民票を求められ
　ます。法定相続人以外の受遺者がこれらの資料を入手しようと
　すると、法定相続人に委任状をもらう必要があります。例えば
　法定相続人以外の受遺者が全て相続財産を取得する遺言だった
　としたら、この委任状も非常に入手しづらいものとなります。



中小企業経営強化税制の延長②

　前号に引き続き、中小企業経営強化税制についてご紹介いたします。

～収益力強化設備（B類型）～
　年平均の投資利益率（表２）が５％以上となることが見込まれるこ
とにつき、投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること
が要件となります。A 類型と異なる点として、用途細目と販売開始時
期に制限がないこと、投資計画案の確認を公認会計士又は税理士から
受ける必要があること、所轄の経済産業局から投資計画の確認書の発
行を受けることが挙げられます。設備取得までの流れは表３をご参照
ください。

～デジタル化設備（C類型）～
　事業プロセスの➀遠隔操作、➁可視化、➂自動制御化のいずれかを
可能にする設備として、投資計画に記載された投資の目的を達成する
ために必要不可欠な設備であることが要件となります。基本的な設備
取得までの流れは B 類型とほとんど同じですが、投資計画案の確認を
公認会計士又は税理士からでなく、認定経営革新等支援機関から受
けることが異なる点となります。認定経営革新等支援機関とは、中小
企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するために中
小企業庁より認定された機関のことです。どの事業者がその機関に認
定されているかは中小企業庁 HP で確認可能です。設備取得までの流
れは表 � をご参照ください。

　前号で紹介した A 類型と併せて、中小企業経営強化税制には � 点
注意があります。� つ目は他の特別償却制度等との重複適用ができな
いことです。例えば、中小企業投資促進税制との重複適用はできませ
ん。２つ目は設備の修繕は税制適用の対象とならないことです。ただ
し、ソフトウェアの改良等について、実質的に新たなソフトウェアを
取得したと認められるときは税制の適用を受けることができます。３
つ目は国又は地方公共団体から補助金を受けて設備取得を行った場
合です。国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮記帳の適用を受
けた場合は、圧縮後の金額で取得価額を判定することとなります。た
だし、補助金の種類によってはこの税制との併用を制限する場合もあ
るため確認が必要です。

山形事務所　審査部
早坂　賢人

審査部にて従事。決算書や申告書のチェック
を日々行う。

設備の種類 用途又は細目 最低価額※

機械装置 全て 160万円以上

工具 全て 30万円以上

器具備品 全て 30万円以上

建物付属設備 全て 60万円以上

ソフトウェア 全て 70万円以上

【表1　B,、C類型 対象設備】

※1台1基又は一の取得価額

【表2　 投資利益率の算式】

（営業利益＋減価償却費）の増加額※�

設備投資額※�

※� 設備の取得等をする年度の翌年度以降 � 年度の平均額
※� 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設
　    備の取得価額の合計額

【表3　適用手続き（中小企業経営強化税制B類型）】

【表4　適用手続き（中小企業経営強化税制C類型）】

※�　本スキームを利用する際は、導入者の企業規模       
　によらず、公認会計士・税理士の確認が必要となる
　( 会計監査人や顧問税理士等でなくても可 )

●出典：中小企業庁「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き」
　　　　令和 � 年 � 月 �� 日
 各様式は中小企業庁ホームページからダウンロードできます。（トップページ→経営サポート→

経営強化法による支援→経済産業局による確認書について（Ｃ類型））
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/kakuninsyo_c.html



労災保険を使うと保険料が上がるのか

いまの社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士　今野佳世子

埼玉県内 3 か所の労働基準監督署
にて労災認定・保険給付業務等に
従事。2008 年いまの社会保険労務
士事務所を開業。2010 年特定社会
保険労務士付記。

　標題の答えは、「一定以上の労働者がいなければ保険料はあが
らない」です。労災保険料が変動する制度を「メリット制」とい
います。労働者が表 � の「最低労働者数」以上の場合、メリット
制適用となり得、保険率が ±��％で変動します。最低労働者数未
満の事業場では労災保険を使っても保険料に影響しません。

１　労災保険のメリット制
　メリット制が適用されると、毎年 � 月下旬に労働局から送付さ
れる、労働保険年度更新手続き用の労働保険料申告書の保険料率
部分に「メリット」と印字され、「保険料率決定通知書」が同封さ
れます。
２　決定要素は労働者数、労災保険料、保険給付額
　労働者数 = 労働保険申告書に記載した「常時使用労働者数」、
申告納付した労災保険料＝「確定保険料」、保険給付額＝「前 � 年
度をあけた過去 � 年度中に給付された金額」とし、労働局が計算
します。例えば、令和３年度のメリット制による保険料率を決定
するのは、平成 �� 年度から令和元年度の � 年度の人数、保険料、
保険給付額です。これは労働保険番号ごとに計算されるので、複
数事業場を継続事業の一括によってまとめて保険料申告している
場合には、� 事業場の人数が少なくてもメリット制適用になるこ
とがあり、逆に企業全体の労働者数が多くても、労働保険番号が
分かれている場合は、その事業場ごとに判断することになります。
継続事業の継続一括手続きは、してもしなくてもよいものなので、
メリット制適用を避けたい場合は一括しないという選択もありま
す。なお、保険給付額は、医療機関に労災保険から直接支払われ
た金額も含まれるため、事業主が計算するのは事実上不可能です。
なお、通勤災害は、事業主責任がないためメリット制適用におい
て計算に入りません。
３　労災保険利用のすすめ
　事業主は、労働基準法により、業務上災害が発生した場合は療
養、休業、障害、遺族等の補償を行う義務があります。この補償
能力を担保するために設けられたのが労災保険です。労災保険給
付を受けずに、事業主（会社）が直接本人に補償しても違法では
ありません。ただし、仕事が原因なら労災保険、と一般的に労働
者にもその家族にも認識されていること、労災保険給付内容＞労
働基準法の災害補償内容であること、直接補償は療養が長引けば
継続困難であることから、事業主と負傷者とのトラブルになりが
ちです。とくにメリット制適用外の小規模事業所は、安心して労
災保険を使用してください。メリット制適用事業場は、災害防止
に努め保険料率−��%を目指したいものです。
　なお、以上の説明は「継続事業」とされる、一般的な事業場
についてのものであり、建設・立ち木伐採の有期事業等は別の
仕組みです。

※番号は、労働保険の業種番号上2桁

事業の
種類の分類

番
号

メリット制
適用最低
労働者数

35 (45)
37 (28)
41 75

42 100

44 30

45 68

46 100

47 100

48 75

66 33

62 23

49 20

50 68

51 63

52 82
53 26

54 43

63 68

55 63

56 91

57 100
58 100

59 20

60 100

64 100

61 68

71 100

72 48

73 48

74 33

電気､ガス､水道
又は熱供給の事業

81 100

95 33

91 33

93 82

96 68

97 100

98 100

99 100

94 100

（※1）林業・建設事業の括弧は、継続事業についての最低労働者数を表す。

事業の種類

電気、ガス、水道又は熱供給の事業

その他の
事業

農業又は海面漁業以外の漁業

清掃、火葬又はと畜の事業

ビルメンテナンス業

倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又は
ゴルフ場の事業

通信業、放送業、新聞業又は出版業

卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業

金融業、保険業又は不動産業

その他の各種事業

貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業

その他の製造業

運輸業 交通運輸事業

めっき業

貨物取扱事業（港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。）

港湾貨物取扱事業（港湾荷役業を除く。）

港湾荷役業

機械器具製造業（電気機械器具製造業、輸送用機械器
具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、
時計等製造業を除く。）

電気機械器具製造業

輸送用機械器具製造業（船舶製造又は修理業を除く。）

船舶製造又は修理業

計量器、光学機械、時計等製造業（電気機械器具製造業を除く。）

非鉄金属精錬業

金属材料品製造業（鋳物業を除く。）

鋳物業

金属製品製造業又は金属加工業（洋食器、刃物、
手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。

洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業（めっき業を除く。）

ガラス又はセメント製造業

コンクリート製造業

陶磁器製品製造業

その他の窯業又は土石製品製造業

金属精錬業（非鉄金属精錬業を除く。）

食料品製造業製造業

建設事業 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)（※）

その他の建設事業（※）

繊維工業又は繊維製品製造業

木材又は木製品製造業

パルプ又は紙製造業

印刷又は製本業

化学工業

【表１】



社会福祉法人の事業展開に関して

　昨年 � 月、社会福祉法人の事業展開等の在り方について検討された結
果として、「社会福祉法人の事業展開に係るガイドライン」が公表され
ました。
　独立行政法人福祉医療機構のレポート「���� 年度社会福祉法人の経
営状況について」によると、全国の社会福祉法人のうち赤字法人の割合
は ��.�%となっており、同レポートでは大規模な法人ほど経営は安定し
ており黒字の割合が高いとしています。
　当ガイドラインでは、���� 年を見据えた社会福祉法人の課題として、
人口減少や急速な高齢化など国民の抱える福祉ニーズの多様化・複雑化、
また ���� 年に向け、生産年齢人口の減少による人手不足などの問題が
あげられています。
　こうした課題に対応していくため、当ガイドラインに記載されている
事業展開の主な手法と、期待される効果についてご紹介します。

〇事業展開の主な手法
　【合　         併】
　�つ以上の法人が�つの法人に統合すること
　【事業譲渡等】
　特定の事業を継続する為、当該事業に係る財産を譲渡すること
　【法人間連携】
　明確な定義がなく、法人間で互いに協力関係を築くこと

＜事業展開全体で期待される効果＞
　・新たな福祉サービスや複雑化、多様化に対応した取組の展開
　・一法人では対応が難しい課題への対応
＜合併により期待される効果＞
　・本部機能や財務基盤の強化、スケールメリットを生かした資材調達
　　などのコスト削減
　・サービスの質の向上
　・職員間の交流によるスキル拡大・向上、教育への投資促進
＜事業譲渡等により期待される効果＞
　・合併において記載した効果
　・事業継続が困難な社会福祉事業の継続
　・事業拡大、拡充の負担軽減
＜法人間連携により期待される効果＞
　合併・事業譲渡等の手続きと比較し容易に取り組むことができ、意思
　決定から短期間で柔軟に実行に移すことが可能

　社会福祉法人の合併は年間��件から��件程度と、一般の企業と比べ
るとまだまだ少ない状況です。上記のような事業展開は、サービスや、
人材育成の面などに様々なメリットが考えられます。また社会福祉事業
という非営利事業を行うことを目的とする社会福祉法人にとっては、営
利企業と異なり、過疎地や不採算地域でのサービスの提供も大きな意義
があります。今後、社会福祉法人の企業運営においても上記のような事
業展開がひとつの選択肢となっていくのではないかと考えています。

山形事務所
医療福祉部　
チームマネージャー　
三沢　博美

一般の事業会社のほか、
医療関係及び社会福祉法人を担当。



　あさひ会計仙台事務所がこの度、日本経済新聞社と一
般社団法人ニューオフィス推進協会が主催する『第 �� 回
日経ニューオフィス賞』において、応募総数 ��� 件の中
から、《東北ニューオフィス推進賞》及び東北ブロック最
高賞にあたる《東北経済産業局長賞》を受賞いたしました。
　在席アプリ Ghost や RPA がつなぐモニターでの来客情
報など、Technology とオフィスの新しい形を、審査員の
方に評価頂けたものと思います。
　

　仙台事務所は、これまでの自分を超え
る、未来のその先へ、『Beyond the future』
をコンセプトに、DX 化に取り組む Work 
with Technology なオフィスとして設計
しました。
　“個性の発揮 “と” チームワーク “を体現
する。そしてヒトとロボット協働時代を
推進し、 新たな価値・新たなサービス・
新たな取り組みを創り続ける。また、企
業としての生産性向上とともに、個人と
してのやりがいや楽しみを感じる仕事、
自身の成長のための時間に注力する。そ
のための環境を提供するオフィスが完成
しました。
　あさひ会計はこれからも、経営者や地
域 の 中 小 企 業 の 皆 様 へ の、新 し い
Technology の情報発信や経営支援という
役割を担って地域の発展へ貢献して参り
ます。

 第 34回日経ニューオフィス賞　東北経済産業局長賞受賞

【日経ニューオフィス賞とは】
　快適かつ機能的なオフィスづくりの普及・促進を図ることを目的に、創意と工夫をこらしたオフィスを表彰するものです。
　「オフィスワーカーが快適で精神的にゆとりを感じるような、生活の場となっている。また、感性を刺激し、創造性を高める働き方を誘発する場となって
いる。」、「コンピュータネットワークなどの情報通信技術（IT）を活用した新しいマネジメントとワークスタイルを積極的に推進する知的生産の場となって
いる。また、IT を活用したコミュニケーションが行われている。」、「地球環境への影響、地域社会への貢献など、社会性が配慮されている。」、「FM( ファシリティ
マネジメント ) 手法を取り入れたオフィスづくりや維持管理のための体制が整備されている。」、「知識資産や情報が適切に管理され、運用されている。」といっ
た視点を考慮して、審査が行われます。

紙資料をデジタルデータ化。報告や
決裁など、RPAがデータの移動を介
在し、間接業務を軽減。自身の成
長や個性あるサービスのための時
間創出へ

ストレスの多い業務からの解
放、その日の業務内容や
チームでの業務など、働く場
所を自由に選択できる環境
へ

◆ オフィスコンセプト “Beyond the future”

1．企業紹介

あさひグループ（以下、AG）では、“顧客企業の継続・発展に貢献する”というミッションのもと、
会計税務支援、経営支援を行う税理士法人あさひ会計（以下、AK）とまた、グループ会社としてRPA
導入支援、DX支援を行う株式会社ASAHI Accounting Robot研究所（以下、AAR）がある。
中小企業の発展が、地域経済を支え、ひいては地域の発展へ資するという考えのもと、中小企業、
自治体等への支援を行っている。

2．目指す姿

経営者の悩みは、税務、事業承継、組織、人材、採用、生産性向上、業務効率化、DX化など多岐
にわたり、業種や経営者の置かれた立場によって、様々です。
没個性なありきたりな情報提供や支援では、その悩みに耳を傾け、満足のいくサービスはできま
せん。一人ひとりが個性あふれるプロフェッショナルとして顧客と向き合うのは常に個人としての自
分であり、自分しかできないサービスを提供することが重要。そのためには仕事を楽しむ、楽しむ
からこそ本気であり、その先に自身の成長がある、という考えをもっている。

3．クレド経営

新仙台ビルディングは、仙台伊達藩城下町の大手門から延びる大町通と奥州街道が交差す
るメイン交差点であり、町割りの基点の場所、芭蕉の辻に立地している。

歴史上、重要な交差点であり、人が集まり、情報発信する立札を立てた辻である。

会計事務所グループには、経営者や地域の中小企業に向けた情報提供という役割があり、

人が集い、新しいTechnologyの情報発信という役割を担いたいという思い
をもってオフィス設計を検討した。

クレド＝AGの価値観

チームとしての協力を表す“チームあさひ”、
個性輝く“ピカ☆イチ” 大切にしている価値観

これまでの自分を超える、
未来のさらに先へ

働く職場は、人生を共有する場であり、自分の
人生を価値あるものにするため、個性を発揮する
場所である。
それぞれの個性や働き方、得意分野を尊重し、相互
に刺激しあい、交流し、助け合う。そのような仲間ととも
に自分自身がやっていて楽しく、時間を忘れるような仕
事、自分にしかできないようなサービスこそ、感謝される、
価値あるサービスとなる。
これまでの枠にとらわれない個性を大切に。

“個性の発揮“と”チームワーク“を体現するオフィス、そして働くスタッフを手助ける
メンバーとして隣にロボット（RPA：PC上のロボット）がいる。
ASAHIAccountingRobot研究所では、ヒトとロボット協働時代を推進するというミッション
を基に、日常にロボットがいる働き方を推進している。ＲＰＡは繰り返し作業や転記作業、単純
作業など人がストレスを感じるような仕事、また時間がかかるような仕事、忘れがちな仕事を24
時間365日休むことなく手助けすることができる。ＲＰＡに人が苦手な作業、ストレスのかかる作
業を数多く移行している。
企業としての生産性向上とともに、個人としてのやりがいや楽しみを感じる仕事、自身の
成長のための時間に注力する。そのための環境を提供するオフィスに 。

オフィスコンセプト

“Beyond the future”

4．経営課題とオフィス設計 5．オフィスの立地や背景

顧客訪問など外出が多く、在席の有
無の確認などホワイトボードをつかっ
たスタッフの管理や紙での決済や報
告など、所内で決算書等、紙を移動
させていく間接業務が多い。

会計事務所という仕事は、
膨大な紙資料のやりとり

紙資料の多さと取り扱い情報のセキュ
リティの確保、紙資料の現物がＤＸ化
を阻む原因とリモートワークの弊害に。

入力作業等、固定したデスクで
の長時間座った業務も多く、生
産性の低下や、腰痛など健康
上の問題も

地域の歴史的背景と役割をオフィスにも反映へ

仙台事務所

税理士法人 あさひ会計

2020年7月～9月
デザイン最終検討

2020年11月 施工

2020年10月
最終デザイン決定

2020年2月～6月
オフィスレイアウト等、基礎デザイン検討

2019年12月～2020年2月
オフィス見学等調査

2019年12月
設計事務所依頼

◆プロジェクトリーダー ： AK・AAR代表 田牧
◆プロジェクトメンバー ： AK役員、マネージャー、スタッフ等で構成
◆オフィスDX推進メンバー ： AAR役員、スタッフ

◇社外パートナー ： 【設計・施工】株式会社ヴィス
【壁面アート】株式会社OVER ALLs

◆現在のオフィスに関する課題調査

◆ＤＸ推進のためのペーパーレス化にむけたヒアリング調査
◆過去の顧客の決算書類等、紙資料を全て引っ越しに合わせてデジタルデータ化
◆クレドや仕事で大切にする言葉を全スタッフから公募、全員の投票で決定。 『Make it Simple』、『Paths are made by walking』などスタッフの言葉を採用

OPEN

2019年11月
オフィスプロジェクトスタート

新仙台オフィスコンセプト、タスク共有、新時代の働き方についての意識共有 DX化推進のためのネットワーク関連、情報機器
関連の検討、オフィス運用ルール等検討

2021年1月

◆ 2．オフィスづくりプロセス

1．オフィスプロジェクトチーム

3．スタッフとのオフィスに関する意見交換や調査等

オフィスのコンセプト共有化や
オフィスの姿を伝える

新オフィスでは、未来のその先をいく働き方を自分たち
がするという意識、ＤＸ化への本気度の共有に。
その後のスタッフの自発的ＤＸ化の取組のベースに 。

◆壁面アートにおけるスタッフの目指す姿のディスカッション

仙台事務所
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応募オフィス名称

企業・団体名

◆オフィスコンセプトにもとづいてつくられた、機能性・快適性や創造性をたかめるオフィス空間とＩＴ／ＩＣＴツール、

　および、それらを有効に活用するための具体的なしかけ・方策（テレワーク等）について説明してください。

　また、その効果もしくはこれから上げようとしている効果について説明ください。

書式2-3
空間とIT/ICTツール
その活性化の仕掛け

◆ スタッフの個性発揮とチャレンジ、全スタッフのチーム意識の向上へ

◆ ＩＣＴへの取組

AGでは、社内業務のサポート役としてRPAが約250体稼働している。
またRPAにチャットIDを与え、スタッフは携帯やＰＣからのチャットにより
業務指示や連絡をロボットに行っている。AARでは、日常にロボットが
いる”ヒトとロボット協働時代を推進する“をミッションにかかげ、日常的
にPC上のロボットが様々な業務をおこなっている。

以下一部抜粋したロボ

ＡＩとＲＰＡを使い、任意の形式の表を認識しエクセル変換処理するロ
ボット、手書き資料をＡＩとＲＰによりエクセル変換処理するロボットに
より、業務を効率化

効果：入手した顧客の資料を、ＡＩにてひねり補正等も行ってエクセル
化し、1件づつの入力が不要に

オフィスに届いたＦＡＸは紙印刷せず、電子化後、ＡＩにより宛先等を
マッチングし、マッチングしたスタッフに電子データをＲＰＡが電子化Ｆ
ＡＸをチャットで送信。

効果：これまでの印刷したＦＡＸを振り分けしたする必要から解放

自社開発した在席アプリにより、社内（場所別）、在宅ワーク、
外出、帰宅の状況をカラーで区別することで一目で全職員が
携帯アプリで確認でき、また大型画面に表示されており、時
間差なく、ボタンタッチでホワイトボードにかわって対応できる

効果：これまですべてのスタッフが総務前のホワイトボード
にきて、出社、帰社、外出、休み等をマーカー記載やマグ
ネット貼り付けし、ホワイトボードへの行き来が日に何度も
あったものがなくなった。

◆写真、ＰＤＦ等データのエクセル化ロボ

◆FAX通知ロボ

◆在席ボードアプリ

➌ 壁面アートを採用し、BEYONDを感じ、挑戦する、

仕事を楽しむ空間を演出する。

◆スタッフの仕事上大切にする言葉
クレドともに公募投票で採用し、壁面等、10ヵ所に記載。

◆情報通信回線
ビジネス専用回線を使用

◆社内稟議等電子化
紙での承認システムをなくし、電子トレーとチャットを介して、
すべて電子書類と電子押印に。在宅ワーク、テレワーク中も
決裁書類や報告がシームレスにつながる。

➍ リモートワーク、在宅ワークが進む中、WEB専用防音

ルーム、集中ルーム等５つ会議室はすべてカメラ付き
ＷＥＢ会議システムに。職員には自宅用のモニタを支給。

▲ LAND▲ DEEP BLUE SEA ▲ SKY

自社開発した来客アプリにて、来客者がiPadに来客番号をタッチすると、
スタッフの皆さんが見えるよう来客予定者を掲示している大型画面に表
示されるとともに、RPA Robotが、その情報を取得し、対象スタッフに来
客をお知らせする。

◆来客通知ロボ

エントランス端末画面

来客予定者を掲示している大型画面に表示される

同時に、RPA Robotがその情報を取得し、対象ス
タッフに来客をお知らせする。

効果：これまで来客を担当者にお知らせするために電話や直接声掛
けしていたのが、お待たせすることなく直接来客対応へ向かえる。また、
総務の方に仲介してもらう必要がなくなった。

オフィススペース

リラックススペース

RPAエリア
➊ 大型モニタを13台設置。

様々な情報をリアルタイムで配信

❶

➍

➍

➌

➎

➎

➎

エントランス

➏

➏

➏

➋ すべてのミーティングルームにもモニターを配置

➎

➋ ➋➋➋

❶

❶ ❶

❶ ❶ ❶

❶
❶

❶❶

❶

働く場所はその日、その時間、業務や気分、チーム、
個人、WEB、テレワーク、在宅など、自由な選択とし、
それを可能とする空間、オフィススペース、リラック
ススペース、集中ルーム、防音WEB会議専用ルーム、
グループワークスペース、会議室、情報収集エリアな
どのエリアとそこに必要なデバイス等を配置。

❶
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災害発生時にスマートフォンの
Power Automate アプリ内 の
ボタンを押下するだけで社員に
メールを一斉配信

事前に登録してい た

メールに安否確認メ ー

ルが届いたら、URL を
クリック

安否回答フォームに安否

状況を入力 し、「送信」

ボタンを押下するだけで

安否回答が完了

メール受信 安否回答入力

※安否確認ソリューション図

1. ◆地元の登米木材を使用 2. ◆AAR
震災10年の節目としてAARで開発した従業員の安否確認アプリを全国の企業に
無償提供リリース。 (HPでの公開や地方紙にも掲載される）

◇ペーパーレス化推進
①AKにおいては全職員、全席デュアルモ
ニターを配備し、3モニターにて業務を推
進。社内決裁や報告は電子トレーにて電
子書類で行い、また一部の定型的な電子
書類のやりとりはＲＰＡにて資料の振り分
けを行っている。契約の電子化と、押印も
電子押印で回覧。

②AARにおいては、一切のペーパーを使
わない“paperfree”を設立から現在まで
3年以上実施中。契約書や請求書などを
含め、紙資料の発行を一切行わない運
営を継続中。

◇AAR AI部への支援

◇AAR
地元大学生向け 無料RPAセミナー開催

Aルーム : ATAGO
愛宕大権現
勝利の神

Bルーム ： BANBOO SPARROW
竹に雀
繁栄

VIPルーム ： NEW MOON
伊達政宗
兜前立
三日月
これから満ちる

Cルーム ：
CROSS OF BASHO

芭蕉の辻
伊達藩メイン交差点
札辻場

4. ◆伊達仙台藩の芭蕉の辻の歴史文化を反映
させるためのミーティングルーム

山形の高校生がＡＩを学び発表するＡＩ甲子園
へＡＡＲにて協賛、田牧が監事として参加。
2021年 高校生のAI、RPAについての学びと
見学会予定

6. ◆ＡＫ
地元の取引先アクリル板加工会社にコロナ飛沫
防止アクリル受付ボードを制作依頼

宮城、山形の取引先クリニック、社会福祉法人
に180台を第1回緊急事態宣言中に無償配付

©

※安否確認ソリューション図

！社員の登録状況をリアルタイムで確認可能

エントランスフローリング

カウンターテーブル

河北新報 2021年4月7日掲載

5. ◆ＡＫ
顧問先や取引先の採用、
面接やセミナーで使用できる
会議室を無料で開放

登米町森林組合
緑と森の価値を創造する

登米材
TOMEZAI

宮 城 ・ 森 林 認 証 材

使 用 建 材

◇AAR すべての人に健康と福祉を

◇AAR 質の高い教育をみんなに

支払った電気代の一部を山形の教育支援、
子育て支援活動に使う新電力を利用し、プロ
ジェクトを応援しております。

シトラスリボンプロジェクトを応援しております。

3. ◆SDGｓへの取り組み
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◆ すべての入口(★)はセキュリティ
対応ICカード※での入室

GPSデバイスによりすべてのPC
（全職員がノートPC）と資料預かり
用バッグ、ICキーの位置情報を取
得、重要情報の流出防止と紛失防
止を実施。PCにはTPM暗号化処
理、物理的にハードからの情報抜
き取りが不能化

① ＲＰＡの稼働状況をリアルタイム表示
ＲＰＡの稼働状況について、エラーの有無や実働状況を
ビジネスインテリジェンスとＲＰＡを組み合わせてリアルタ
イム表示し、見える化。即時のRPAのトラブルシュートに
対応

④ 重要書類保管場所には
動作感知式カメラを設置

◆ セキュアプリンター
セキュアプリンタ（ICカードをかざすことで
プリントを開始）により、担当者や取引先
の間の資料の混在を防止

② ガラスフィルム
来客用会議室は人が特定されないように、ま
た打合せ中のモニターが見えないよう透明モ
ザイクシートを採用

サーバールー
ム

RPAルーム

オフィスゾーン

マスク対応顔認証セキュリティ

③ 顔認証・マスク認証、
サーモカメラにより入室制限

・エントランスからのオフィスゾーンへは、
事前登録済スタッフのみ入室可能な顔認
証システム
・AARルームは、RPA業務関係者のみ顔
認証されており、情報管理をしている。
・サーバールームはIT担当者のみの顔認
証としており、情報管理としている。
入室や体温はすべてのログは記録されて
いる。

所有者本人（本人分の
み）とAAR情報セキュリ
ティ担当が、地図上の
位置をモニタにて確認
可能。

❶

❷

⑤インタラクティブボードを配置
セミナー室大型モニター、AARルームに設置し、セミナー、
ミーティング、リモート会議時のモニターとして、ホワイト
ボードとして、様々なシーンに応じて活用。議事等が、ホ
ワイトボードに残らず、また、それを書き写す作業もなく、
データでの保存に。

❸

❹

❺

◆重要情報の流出、紛失防止
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① エントランス
今までの会計事務所に無い独創的なイメージを演出し、業界に革新
をもたらす期待感を演出。
企業の社名は敢えて見せずRPAという文字が目に留まるように工夫
し、RPA事業への期待感と重要性を主張する作りにしている。
天井はスケルトンで、正面もガラス面まで空間を広げ、会議室もガラ
ス張りとして、空間全体に開放感を演出。
本物の植物と、フローリング材を使用する事で温かみも演出している。
各会議室も特殊なフィルムを使用する事により、来訪者のプライバ
シーを守りながら空間としてはひとつながりの開放感のある空間を実
現させている。心地よいミュージックを小さめの音量にて流しており、
会計、税務、相続等、相談しやすい環境を演出。

② RPAルーム
RPAの開発ルームは敢え
てエントランスから目立っ
て見えるように位置して
いる。ガラス張りで床を一
段上げ、ビル既存の柱部
分には大きくLED照明と
サインを設置する事で、
躯体を隠しながら看板の
様な役割を持たせている。
作業スピード向上の為す
べてのテーブルはハイタ
イプ。完全ペーパレスの
為、紙の出力はもちろん、
持ち込み自体が禁止され
ている。

③ カフェカウンター
照明はTOMDIXON MELT
PENDANTを使用。灯りを消し
たときは点灯時と全く異なる表
情を見せ、周りの景色を映し
出す鏡のオブジェへと変化す
る。カウンターにはミステリア
スステンレスといわれている
「Ripples」を採用。1986年より
金属と向き合い続け金属化粧
師としての意識を持つ職人が
集結しているMAKO。森の中に
ひっそりとたたずむ美しい湖の
水面に映る木々や雲。幻想的
な空間を具現化するために水
面の表情を作り上げた製品で
ある。

④ ミーティングルーム
会議室は全てガラス張りとし、開放
感を演出。各部屋には仙台にゆか
りのある名称を付けている。
ルームサインはアートペイントにて
直筆でガラスの上に描かれている。
各会議室の家具はホームファニ
チャーブランドのBoConceptで構成
されていて、会議利用がしやすい
ようにテーブルは特注でオーダー
で配線口を設置している。

⑤ セミナールーム
従来のセミナールームのイメージではなく、あえてカフェ
のようなリラックスできる雰囲気にしている。カジュアルな
空気感を出すことにより、意見が活発に出る事を見越し、
自社セミナーや採用セミナー、ディスカッションなど多岐に
渡り活用のできる部屋としている。

❶

❷ ❸

❹

❺

▲NEW MOON

▲CROSS OF BASHO ▲BAMBOO SPARROW

▲ATAGO▲アーティストによるペイント

❶ ❷

⑥植栽
植物をオフィス全体にふんだんに配置している。
毎週、フラワーショップにて生花をオフィスエリア3か所に設
置。

❻

❸
❷

❹

❺

❻
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② スカイビューカウンター
掘りごたつ式で、外の景色を見な
がら働くことができるエリア。クリエ
イティブな作業の際に重宝される。

① ベンチシート
社内会議や昼食な
どさまざまな場面で
コミュニケーション
が取れるエリア。
対面でなく横並びで
同じ方向を向いて
チームで行う業務
に使用している。

③ ロングカウンター
前方は座って、後方はスタンド形式で利用。
旅行雑誌、地元情報誌、経済紙などのラック
に近接し、スタッフ同士のSmalltalkから生ま
れる仲間意識や気づきや情報共有の場へ

④ パントリー
執務室とフリーエリアの境目に設けることにより、部署を超
えた偶発的コミュニケーションの場となる。電子レンジなど雑
多な物はカウンターの中に入れてデザイン性を損なわない
工夫がある。

⑦ フリーアドレス席
6島のフリーアドレス席を設置。内2島はハイテーブルを設
置し、Well-Beingの要素を取り入れている。島のエンドに
は個人ロッカーを置き、ペーパーレス化を実現している。

⑧ 壁面アート
会社の目指す方向性をアートとして執
務室の壁1面に描いている。常に目に入
る壁に取り入れることにより、社員のモ
チベーションアップにも繋がっている。
アートの内容は社員プロジェクトメン
バーで決めた。

⑨ WEB会議用ルーム
防音対策をとった個室
昨今頻繁に実施する
WEB会議への対応が可
能

⑤ ひな壇エリア
社内勉強会などのイベントなどで使用するエリア。最大で20名ほどの
収容が可能で、意見が出やすいように囲って話せる設計になってい
る。

⑥ 集中エリア
集中したいときに籠って
働くことが可能なスペー
ス

⑦ キャビネット
執務室とフリーエリアの空間に区切りを出す役割がある。

⑩ バックヤード
事務感の強い書庫や複合機、シュレッ
ダー等オープンにしたくないものをまと
めている。空間効率の有効化の為ス
ライド書庫を採用。

執務エリ
ア

フリーエリア

❶❷
❸

❹
❺

❻ ❼

➓ ❾

❽

❶ ❷ ❸ ❹

❽

❺

❻

❼

❾ ❾
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「ホットペッパー」などである。さらに ���� 年代か
らはグローバル市場への展開を進め、世界の �� か
国以上でサービスを展開し、現在海外売上比率は
��％に達している。
　これだけ多方面に事業展開して軌道に乗ってい
るのが「不思議」と思う人が多いのだが、もう一つ
の「不思議」がある。リクルートの出身者が卒業後
様々な業界で活躍していることである。その数、上
場企業の経営者で数十人、有望企業の経営者で数
百人といったところだろうか。
　なぜ？リクルートの卒業者は様々な業界で活躍
できるのだろうか。それはリクルートの社風、価値
観にその要因が宿っているというのが定説だ。
◇社員皆経営者主義･･･同社では人事以外の情報を
全員に開示している。新入社員にもアルバイトにも
会社の決算書が配られる。情報を秘密にすると実
力の無い上司が、実力のある部下に「君には言えな
いのだけれど、それはダメなんだよ」という口実を
与えてしまうというのだ。情報が共有化されると
社員も経営者と同じ発想をするようになる。
◇権限移譲主義･･･管理職じゃないのに管理職の権
限を委譲される。嬉しいと捉えるのか、仕事が重く
なるのは嫌だと捉えるのか。ほとんどのメンバーは
前者だ。目的やゴールをはっきりさせ、情報を徹底
開示し、あとは丸ごと魂で任せる。「お前はどうし
たいんだ。自分で考え自分で決めろ」「こうしたい
です」「それじゃ責任は俺が取るからやってみろ」
上司は、成功は部下のもの失敗は自分のものと覚
悟する！その姿を部下が見て己の心に刻む。
◇失敗への寛容さ･･･「お前があれだけ一生懸命
やって失敗したのだから、会社は学んだんだ」社
員も会社も成功や失敗をしながら成長していく。
　このほかにも PC 制（部門別損益制度）による独
算制などがあるのだが、リクルートに残って活躍す
る人材も、卒業して異分野で活躍する人材も、リク
ルートならではの企業文化を持ち続けている。

　リクルートの創業者、江副浩正氏は東大の学生
時代に、大学新聞に新卒向けの会社説明会の告知
を掲載する広告営業を発案し大成功を収めた。大
学卒業後に｢大学新聞広告社」( 後のリクルート )を
設立、大学新卒の求人広告だけの情報誌「リクルー
トブック」を刊行して無料で学生に配るという前代
未聞のビジネスモデルで新たな挑戦に乗りだすこ
ととなる。
　しかし、何の実績もない企業への反応は厳しく、
学生の就職活動を目前にして契約をしてくれた企
業はさほど有名でない企業 �� 社のみ。江副氏は腹
をくくり、赤字覚悟で「大企業の広告は無料」と決
断し、最終的には有料 �� 社、無料 �� 社、計 �� 社
で創刊号はスタートしたのだった。その後、同社は
順調に成長するのだが、有望な市場と見込んでダ
イヤモンド社が「就職ガイド」を創刊して参入して
くることになる。江副氏は「同業者競争で敗れて
� 位になることは、我々にとって死である」「こ
れは戦争だ。完膚なきまで叩きのめさないと、我々
がやられてしまう！」と檄を飛ばし、結局は圧倒的
シェアを維持し続けるのだった。
　江副氏は自社でも「自分より優秀な人」を採用し
ようと本腰をいれることになる。男女の差別をせず、
良いアイデアを持つ人には年齢やキャリアに関係
なく「じゃあそれ、君やってよ」と任せることで新
しいプロジェクトを生み出してきた。リクルートの
キャッチフレーズは「自ら機会を創り出し、機会に
よって自らを変えよ」だが、この言葉に触発され、
リクルートからは多士済々の人材が輩出されること
になる。
　現在、リクルートは右肩上がりで成長し続け、連
結売上高で � 兆数千億円の企業となっている。主
なサービスを上げれば、〇就活スタートラインの「リ
クナビ」、〇バイトするならの「タウンワーク」、〇旅
のおとも「じゃらん」、〇賃貸住宅の「SUUMO（スー
モ）」、〇中古車探しの「カーセンサー」、〇グルメの

公認会計士・税理士

リクルートの不思議

第１９４回あさひ通信



『社会福祉会計簿記講座 2021』　全 4回　
◎社会福祉法人会計簿記テキスト《入門編・初級編》、《中級編》』を使用

＋テキスト代
参加費：お一人様 \22,000

ご案内ＨＰ

一般財団法人総合福祉研究会　指定講座

1回目
10月 7日(木)

3回目
11月 5日(金)

4回目
11月 12日(金)

【仙　台】【山　形】 【W e b】

◆時間：各会場共通　◎初級／ 9:00 ～ 12:00　　◎中級／ 13:30 ～ 16:30

◆山形をメイン会場とし、仙台・Web 会場へは Zoom を利用したリアルタイム配信を行います

2回目
10月 14日(木)

『経理担当者育成 1ヶ月完成プログラム』　全 4回　

【仙　台】【山　形】

参加費：お一人様 \22,000

ご案内ＨＰ

経理担当者としてすぐに役立つ実務知識を身に着ける、実務に沿ったプログラム。
ポイントを押さえ、基礎から学べる�時間×�講座の連続講座

1回目
10月 22日(金)

3回目
11月 11日(木)

4回目
11月 18日(木)

【W e b】

◆時間：各会場共通　13：30～ 16：30

◆山形をメイン会場とし、仙台・Web 会場へは Zoom を利用したリアルタイム配信を行います

2回目
10月 28日(木)

『実践型　5ヶ年経営計画書策定講座』　

目指す将来像 ( 夢・ビジョン・資金繰り ) についてじっくり考え、
納得がいくまでシミュレーションしながら経営計画を作り上げていく実践型講座 追加 � 名につき￥��,���

参加費：お一人様 \88,000

ご案内ＨＰ

◎� 社限定、完全予約制

10月 7日(木)【仙　台】 9:30 ～ 18:00
11月 9日(火) 9:30 ～ 18:00

『相続個別相談会』

【仙　台】【山　形】
参加費：無料

9月 17日(金)

◆時間：各会場共通　1回目／ 10:00 ～、2回目／ 14:00 ～

◎ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方とそのご親族様に
　限定させていただいております。

いずれも 1時間程度

山形相続サポートセンター 宮城相続サポートセンター
0120-652-144 0120-954-883

9月 15日(水)
10月 21日(木)10月 20日(水)

ご案内ＨＰ

『経営者のためのDXセミナー』&『「消費税のインボイス制度」及び「電子帳簿保存法」セミナー』

◎紹介ツール：Microsoft Power Automate、早業 DX など

※新型コロナウイルス対策として、参加者の十分な距離の確保のため、� 名様限定とさせて頂きます。

参加費：一部・二部
　　　　それぞれお一人様 \3,000

ご案内ＨＰ

ご案内ＨＰ

14:00 ～ 15:30

15:40 ～ 16:40

【仙　台】【山　形】

10月 13日(水) 10月 15日(金)

第二部『「消費税のインボイス制度」及び「電子帳簿保存法」セミナー』

第一部『経営者のためのDXセミナー』
講師：株式会社 ASAHIAccountingRobot 研究所　柏倉佑美
　　　税理士法人あさひ会計　DX 推進チーム　渡部竜次

講師：税理士法人あさひ会計　仙台事務所　魚住慶太朗

一部・二部、
どちらか一方
のみの参加も

可能です！

9月 15日(水) 9月 17日(金)

9月 17日(金)【仙　台】

『成長戦略・事業承継　個別相談会』

9月 13日(月)【山　形】

◎各会場先着 � 組様限定、完全予約制

◆時間：各会場共通　① 9:00  ②10:30  ③13:00  ④14:30  ⑤16:00

共催／日本Ｍ＆Ａセンター

※Zoom 利用した WEB 形式の面談も可能です。 参加費：無料

ご案内ＨＰ

※新型コロナウイルス対策として会場参加人数を制限させて頂きます。Zoom でのオンライン配信も予定しています。

【仙台】【山形】 あさひ会計仙台事務所あさひ会計山形事務所会場◆

あさひ会計ホームページの What’ s New「セミナー情報」をご覧ください。
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