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・職員が各顧問先で普段どんな話をしているのかがわからない。気になって聞くこ

ともあるが不安感がある。

・各顧問先のことは直接の担当者しか知らないことが多い。担当者の退職に伴って

顧問先が離れていくこともある。

・前担当者から事前に細かな情報の引継ぎがされておらず、顧問先に“また一から

説明しなきゃいけないの？”と言われた。

会計事務所の“商品”はモノではなく人であり、それが故に上記のような課題を抱

える事務所も多くあります。そこで、ある事務所は“報告書”を徹底することで、

上記課題の解決を図っています。

また、このことが結果的に、顧問先の満足度を劇的に高め、紹介獲得や顧問料増に

つながり、顧問契約解除の申し入れを未然に防ぎ、事務所の最大のリスク回避のた

めの切り札となり、職員全員の顧客対応力を高めています。

それは何故でしょうか？この冊子では、事例を基に“会計事務所における報告書の

価値”をお伝えします。この冊子に記載されている内容は、弊社がこれまで幾つか

の事務所様で見聞きしてきた実話を基に、それを少し加工したお話です。少しでも、

今後のご参考になれば幸いです。
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報告書の事例についてお話をする前に、ある事務所の報連相体制についてご紹介しま

す。

この事務所では、月次訪問の終了時に複写式の手書きの報告書を書くルールになって

います。

・本日行った業務内容 ・本日のご相談内容と回答

・本日ご指摘した内容と対処方法 ・本日お預かりの資料と返却した資料

・次回までのご依頼

を記載し、（記載した報告内容に）相違がないかを相手に確認してから、最後にサイ

ンをもらいます。その後、複写した報告書を顧問先に渡し、原本を事務所に持って

帰ってきます。

事務所に戻ってからは、まずその原本を電子化（PDFファイル）し、さらに現場で分

かったこと・気付いたこと（後継者選定に不安を感じている、子会社の売却を検討し

ている様子、遠方に親から相続した雑草地がある、など）を、上述の報告書とは別に、

電子データで残しています。

この時、報告書を後で検索しやすくするために、「事業承継」「M＆A」「遊休地」な

ど、意識的にキーワードを入れておくようにしています。

上記の他、電話で質問を受けた際などは別途対応報告として報告書を残すようにして

います。こうすることで、“顧問先に対し、過去どのような対応をしたのか”は勿論、

“過去同様の案件に関し、他の顧問先にはどのような対応をしたのか”を同じ事務所

の職員が調べられるようにしています。

報告書を徹底する、ある事務所の報連相体制
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とある兄弟の相続についてのお話です。

この兄弟は二人で遺産を分割することとなりました。会計事務所の担当者が仲介となり、

円満に分割を終えて、その遺産分割の内容を遺産分割協議書にまとめました。先方には

喜んでいただけ、何の問題も無く手続きが完了しました。

それから１５年が経ち、突然弟の方から会計事務所へ内容証明が送られてきました。そ

の内容証明には「１５年前の遺産分割の内容は無効である」と記載されていました。遺

産分割協議書の作成までの過程において、会計事務所側が行ってきた対応が適切でな

かった、というのが先方から提示のあった理由です。１５年前の記憶を思い出しながら

書かれた内容証明でした。

そこで、１５年前の報告書を確認しました。その報告書上には、いつ・誰が・どこで・

どのような対応をしたかが明記されており、さらに兄弟のサインが書かれていました。

その報告書をコピーして弟に送ったところ、訴訟は取り下げられました。

円満に終わったはずの、１５年も前の話が、なぜ今回取り上げられたのでしょうか。

実は、この兄弟はどちらも会社を経営していました。以前までは景気が良く順調でした

が、ある時から弟の会社が傾いてきました。そのため、自分よりも兄が多くの遺産を受

け取ったことが不満に思えてきたようで、兄から財産を取り返すために会計事務所を訴

えてきた、ということです。円満に終わったといっても、時間の経過とともに今回の

ケースのように“問題”へと発展することも十分に考えられます。

顧問先から訴訟、その時の対応
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この事務所の大きな問題として、“担当引継ぎ時、顧問先からクレームが起こりやす

い”ことがありました。

担当の変更は（平均すれば）大体３～５年の間に１度という頻度でしたが、それに加

えて突然会計担当者が退職することもあり、顧問先からは「こちらも時間をかけて説

明をしたのに、また一から教えなきゃいけないのか。」と苦言を受けることが多々あ

りました。

そのため、この事務所では担当を引継ぐ前に報告書を読み、顧問先の状況を確認する

ようにしました。特別利益や特別損失の背景など、過去の顧問先とのやりとりは報告

書に残っているため、報告書を読めば前担当者が見聞きした情報を得ることが出来ま

す。

担当者によっては、顧問先の取引先をまとめた図（顧問先がどんな企業と取引をして

いるのかをまとめたもの）や顧問先社長の趣向（野球好きで大の阪神ファン、など関

係性を構築する上で有効な、個人的な情報）を残しておくなど、新たに顧問先を引き

継ぐ担当者にとって有益な情報を残しています。

引継ぎ時のクレームが減少した理由
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ある会計担当者のお話です。

この担当者は医療機関を担当していましたが、入社からまだ日が浅く、他業種の担当は

ありませんでした。

医療機関の多くは自計化がされておらず、医院へ訪問するとやる事（作業）が多々あり、

担当者もそれなりに充実感を感じていました。

ある日、この担当者は規模の大きな一般企業を担当することになりました。この顧問先

は社内に経理の部門がありました。会計担当者は月次で訪問をしますが、基本的には全

て顧問先側で行われており、やることがありません。ただ目の前にある、全て見切れな

い程の量の伝票を眺めながら、「この後の１時間、社長と何を話せばいいのだろ

う・・・」と考えるだけです。

事前に助成金の情報などを調べたりしますが、大抵のことは既に社長は知っています。

医療機関しか経験のない担当者からしてみれば、こうした顧問先にどんな対応をすれば

喜ばれるのか、全くわかりません。会計担当者は悩みました。

そこで、「先生や先輩社員はどんな対応をしているのだろう」と考え、報告書を読み始

めました。その担当者が読んだ報告書には、“社長と店舗を廻って業績の良い店と悪い

店の違いで感じることを出し合った”といった内容や“現場にあった管理帳票を見て、

疑問に感じたことを伝えた”、“社長と工場に行って、現場の固定資産台帳との突合を

して、償却の進んだ機械を認識してもらった”といった内容が記載されていました。そ

の後この会計担当者は、顧問先の“現場”にさらに踏み込んだヒアリングと提案を行う

ようになり、結果的に顧問先からの信頼を高めることが出来ました。何より、担当者自

身が仕事にやりがいを感じるようになったそうです。

報告書が事務所の標準サービスを“底上げ“する
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新たに社員が入社した際、貴事務所ではどのような教育を行うでしょうか？この事務所

では、報告書が人財育成のための重要なツールとなっています。

新入社員は入社後に基礎研修（知識面）を受けた後、先輩社員と同行することになりま

す。この際、先輩社員は新入社員に対し、“あること”を欠かさず行ってくるように指

示します。

それは、これから同行で訪問する顧問先の、過去の報告書を読んでくることです。

（この事務所は主な移動手段が車のため）顧問先へ向かう車内では、このような会話が

交わされます。

先輩社員 「佐藤くん、これから訪問する鈴木会社の過去報告書は一通り読んでき

た？」新入社員 「はい。鈴木社長は随分社員さんを大事にされているようですね。

役員報酬を据え置き、頑張った社員へ配分した、と報告書で読みました。

先輩社員 「そう。鈴木社長は“組織力を強固にする”という視点で経営されている

こと

を理解した上でサポートする必要があるんだ。」

上記のような会話を交わしながら、実際に顧問先と面談します。新入社員は先輩社員が

現場でどのような対応をしているかを学んできます。

そして帰社後、“あること”が課せられます。それは、訪問した顧問先の報告書を書く

ことです。

先輩社員は新入社員が書いた報告書を読み、本来報告書に残されているべき情報が残さ

れているかを確認します。大事なことが抜けていた場合、すぐにそれを指摘して書かせ

ます。

こうして、「会計担当者として持っておくべき大事な視点」を養う訓練をしています。

新人が３倍の早さで成長する秘訣
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報告書（顧問先へわたすもの、所内で共有するためのもの）には、様々な情報を記載

しています。

社長から受けた質問（と回答）、過去受けたクレーム、過去の提案内容と結果、顧問

先の潜在ニーズ、社長の出身地や出身大学・趣味といったプライベートな情報などで

す。中には「保険、相続」といったキーワードも入っています。

ある事務所が、今後の見込顧客獲得のため、相続に関するセミナーを開催することに

なりました。ダイレクトメールやホームページ上での告知は勿論、加えて既存顧客

（顧問先様）への呼びかけを個別で行いました。その際に役立ったのが上記の報告書

です。

過去報告書から「相続」のキーワードが入った報告書を抽出してリスト化し、月次訪

問時やTEL・メールにて“相続に関心のありそうな顧客”に絞って集中的に呼びかけ

を行いました。

セミナーに多数の申込が殺到、とまではいきませんでしたが、結果的には数件から相

続のご依頼を受けることとなりました。

今回は“相続”がキーワードでしたが、他にも“保険”“人事”“承継”など、様々

なキーワードで同様の仕掛けを打つことができます。過去報告書から、特定のニーズ

に関心のある先を抽出し、効率的な仕掛けができるのも、報告書の魅力です。

報告書が事務所の新たな売上を創造する
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ある先生は開業からまだ間もなく、一人で事務所経営をされていらっしゃいます。

職員数は未だゼロですが、それでも報告書は徹底して残すようにしています。

職員がいないのに報告書を徹底するのは何故でしょうか？それは以下の理由です。

・次の面談時に、出来る限りの情報を正確に把握しておきたいから。

・２～３年後職員が入ってきた時に、顧問先の情報を出来る限り伝えたいから。

・人が入っても、当分は自分自身不在の状態が続き、満足に顧客対応が出来ない可能

性があり、所内にいる職員だけで出来る限り対応できるような体制にしておきたい

から。

・何かあった時に身を守るための切り札として。

本紙の中で既に記載したメリットは勿論ですが、この先生の場合は将来のために、報告

書を書く“時間”を投資しているということがわかります。

現在では職員を採用され、これまで蓄積してきた顧問先の情報（報告書）を活用し、日

頃の

顧客対応に役立てているそうです。

報告書は管理のためだけではなく、顧問先へより高い顧問サービスを提供するために

必要なツールであることを、この事務所の取組みからご理解いただけるかと思います。

あの事務所が職員数０でも報告書を徹底するワケ
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この事例は、ある事務所の職員から聞いたお話です。

この方はつい最近まで別の会計事務所に勤務していました。現在の事務所には入ってま

だ間もなく、前の事務所とは違うやり方にはじめは戸惑っていたそうです。

一番面倒に感じていたのは報告書を書くことでした。前の事務所ではそこまで徹底さ

れておらず、毎回訪問する度に書かされる報告書に、最初は嫌気を感じていたとのこと

です。

面倒に思いながらも報告書を書いていると、ある日、同僚から「●●さん担当の佐藤商

事さん、今年はかなり利益が出そうなんだってね。退職金積立でこんな保険があるけど、

提案してみたら？」と言われました。また、報告書上に“社長が中国へ行ってきた”と

書くと、先輩社員から「社長中国に行ってたみたいだけど、観光旅行？仕事だったらス

ケジュールとか分かる資料を確認しておかないと」と言われました。

結果この担当者は、節税の提案で顧問先に喜ばれ、また見落としを未然に防ぐことが出

来ました。それ以降、自分が報告書を残すことは勿論、他担当者の報告書もなるべく読

むようにしているそうです。

報告書が顧問先だけでなく、事務所内にも良い影響を与えた事例です。

報告書が職員を喜ばせる
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ある先生は、よくこんなお話をされます。

「顧問先に対応するのは、基本的に会計担当者。顧問先から見れば、会計担当者＝事務

所であり、会計担当者が出来ないと言うことは事務所が出来ないと言っていることと同

じ。その顧問先を担当する会計担当者の能力だけが事務所全体の能力と誤認されないよ

うに、“個”としてではなく“組織”として対応する必要がある。」

この事務所では、所内にて“決算検討会”を開催し、各顧問先の決算書を複数の担当者

が目を通し、各担当者の確認印が押された報告書を顧問先へ提供しています。

「三人寄れば文殊の知恵」とはよく言いますが、この先生は「英知を集める」と仰って

います。複数の担当者が確認し、意見を集約することで、より高い価値を生み出してい

ます。

この報告書を見た顧問先様の中には、「普段こんなに多くの人に見てもらっているんで

すか！？」と驚かれる方もいたそうです。

別のある先生は、

「決算料は、通常毎月の顧問料の数ヶ月分を請求する。会計事務所にとってみれば時間

を要するため当たり前に思うが、顧問先にとってはそれがわからないため“高い”

と思われる。出来る限り、顧問先へ事務所内の業務を見える化することも重要。」

と仰っています。

報告書の共有化を目に見える形で付加価値に変えた事例です。

“個人の限界”を“事務所の限界”にしない
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顧問先からの紹介を受けることが多い、ある事務所の事例です。

この事務所では毎朝、各担当者から全職員に向けて、以下のような話がされます。

会計担当者A 「今日は佐藤商事様の創立記念日です。」

会計担当者B 「鈴木デザイン様が事務所を移転されました。」

会計担当者C 「先日、田中医院様が法人成りされました。」

※会社名は全て仮称

なぜこのような情報を朝礼時に共有するようにしているのか、その意図をお分かりで

しょうか？この事務所では、はじめに電話に出たスタッフが上記の顧問先様へ、お祝

いの言葉を一掛けるようにしているのです。

佐藤社長 「お世話になります。佐藤商事の佐藤です。」

スタッフ 「佐藤社長ですか？本日は佐藤商事様の創業５周年とのことで、おめで

とうございます。」

佐藤社長にとってみると、普段会うのは会計担当者一人です。ですが、上記のような

対応をされると“多くの人に見てもらっている”と感じていただくことが出来ます。

“報告書”とは違いますが、情報共有により顧客満足が高まった事例としてお伝えし

たいと思い、ここに記させていただきました。

番外編～情報共有が顧客満足を生む～
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これまで、幾つかの事例をご紹介してきました。これらは報告書がもたらす多大なメ

リットの、ほんの一部に過ぎません。報告書を残すのは“管理のため”ではありません。

これまで紹介してきた事例のように、報告書を残すことで得られる見返りが大きいため

です。

会計事務所として、本冊子を読まれている先生方も報告書は書かれていることと思いま

すが、今一度報告書の価値を見つめ直し、徹底と活用を図っていただきたいと思い、こ

のような冊子を作成させていただきました。会計事務所にとって、報告書は未来を守り、

未来を創造する重要業務です。

報告書を最大限活用できる会計事務所が増え、顧問先様の成長と発展に貢献できること

を祈っております。

報告書がもたらす、様々なメリット
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・株式会社名南経営ソリューションズの取組み 

弊社では、報告書を書いただけで終わらせず、最大限有効活用できるような仕組みを

考えました。実際に全国の会計事務所様へ１件１件訪問してご意見を募り、報告書の

面だけでなく、先生方が普段課題と感じている点を幾つもお聞きしました。

お聞きした内容を基に、それらを解決するためのグループウェアを開発に着手しまし

た。報連相は勿論、各職員の予定管理や業務の進捗管理、工数管理などを包括的に行

う仕組みです。

先生方から厳しいご意見等を頂戴しながら弊社にて幾度もの改良を行い、今では５０

０を超える会計事務所様が利用されるなど、非常に高い評価をいただいております。

このグループウェアは試用版（無料）もご用意しておりますので、少しでもご関心い

ただけた方は一度見ていただけると幸いです。

本冊子をお読みいただき、ご質問やご不明な点がある方は、お気軽に弊社までお問合

せください。ご多忙の中、最後までお読みいただきましたこと、心より感謝申し上げ

ます。
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株式会社名南経営ソリューションズ
メールでのお問合せ：info@mykomon.com

本 社 〒450-6334  名古屋市中村区名駅1-1-1
東京事務所 〒100-0051 千代田区神田神保町1-105   
大阪事務所 〒530-0005 大阪市北区中之島2-2-2   
福岡事務所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-2   

TEL：052-589-2789 FAX：052-589-2787 
TEL：03-5282-8131 FAX：03-5281-7021 
TEL：06-4707-8711 FAX：06-4707-8722 
TEL：092-418-1136  FAX：092-418-1137




