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本資料について
変化の⼤きい時代だからこそ
税理⼠は、税と会計の専⾨家として税務に関われる唯⼀のプロフェッショナル。
会社経営に⽋かせないパートナーでもあり、社会貢献度も⾼いことから⼈気の職業です。

税理⼠になる魅⼒のひとつは、独⽴開業ができること。
⾃分の考えで動ける、努⼒に⾒合う結果が得られる、⾃由度が⾼いなど、開業には
たくさんのメリットがあります。

しかし、⻑引くコロナ禍による経済的な影響をはじめ、電⼦帳簿保存法の改正やインボイ
ス制度の導⼊など、変化の⼤きい時代にあって、何から始めていいか分からないと躊躇し
てしまうこともあるのではないでしょうか。

本資料では、税理⼠として開業を検討される⽅に向け、
税理⼠事務所の開業に関するノウハウをご紹介いたします。

© Mikatus 2022



パート1：事務所の開業準備

税理⼠の登録申請や税理⼠事務所の登録申請など、開業時には様々な書類提出が必要です。
まずはどのような書類の提出が求められるのか⾒てみましょう。



税理⼠登録の⼿続き
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新たに税理⼠登録を申請する際は、税理⼠会に下記の書類を提出する必要があります。
書類の提出後に税理⼠会による⾯接や調査が⾏われ、登録が適当と認められれば税理⼠名簿
に登録され、官報に公告されます。なお、税理⼠登録者には税理⼠証票が交付されます。

ワンポイント・アドバイス
実際の⼿続に際し、各税理⼠会窓⼝に相談される⽅も多いようですが、その理由は、
各税理⼠会・申請内容によって提出書類や必要部数が異なるケースも多いためです。
まとまった時間をとって税理⼠会に相談するなど、登録⼿続の際はよく検討しましょう。

• 税理⼠登録申請書（第1号様式）
• 登録免許税領収証書（6万円）
• 登録⼿数料（5万円）
• 写真
• ⾝分証明書（本籍地の市区町村が発⾏したもの）
• 本籍の記載のある世帯全員の住⺠票の写し

• 履歴書（第3号様式）
• 誓約書（第4号様式）
• 直近2年分の確定申告書のコピー
• 在職証明書（第2号様式）
• 在職証明書に係る印鑑登録証明書
• 源泉徴収票⼜は確定申告書のコピー

登録に必要となる主な提出書類

参考：⽇本税理⼠会連合会（https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/entry/doc/）

https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/entry/doc/


税理⼠登録申請書（第1号様式）
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税理⼠登録申請書（第1号様式）は、3-1、3-2、
3-3と合計で3種類の書式があります。

このうち、3-1、3-2は5通⽤意します。3-3には
領収証書を貼付します。

各書類には、⾃署が必要となりますのでその点
に注意しましょう。



履歴書（第3号様式）
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⽇税連所定の様式を⽤います。



誓約書（第4号様式）
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⽇税連所定の様式を⽤います。

税理⼠法第4条（⽋格条項）および第24条（登録
拒否事由）に該当しないことを誓約する内容と
なっています。



在職証明書（第2号様式）
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⽇税連所定の様式を⽤います。



税理⼠事務所の新設登録
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税理⼠法第40条の事務所を設置する義務により、開業の際は「税理⼠事務所の設置に関する
書類⼀式」の提出が必要となります。
提出書類は物件の所有・賃貸といった条件毎に異なっており、概ね下図のようなパターン
に分類できます。



税理⼠事務所設置同意書
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⽇税連所定の様式を⽤います。



税理⼠事務所設置に関する誓約書
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⽇税連所定の様式を⽤います。

建物所有者や管理組合等から同意を得られない
場合は、税理⼠事務所設置同意書の代わりに、
税理⼠事務所設置に関する誓約書を提出します。



参考情報
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税理⼠登録に関するより詳しい情報は、⽇本税理⼠会連合会HPに掲載されています。
実際に登録⼿続きを⾏う際は、問い合わせを⾏うようにしましょう。

税理⼠の登録
https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/entry/

https://www.nichizeiren.or.jp/prospects/entry/


パート２：税理⼠業界の現状とこれから

⻑引くコロナ禍による経済的な影響、AI（⼈⼯知能）やRPA（ロボットによる業務⾃動化）と
いったデジタル化、これらにより税理⼠業界にはどのような変化が起きているのでしょうか。
そして今、税理⼠は顧問先から何を求められているのでしょうか。

コロナショックによる収益低下のリスク、デジタル化による顧問先の新しいニーズといった
2つの変化を読み解き、顧問先から税理⼠への不安と期待をみていきます。



収益低下のリスク
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ベテランK税理⼠の話（愛知県）

「その昔、顧問料は年間100万円が相場だった。

しかし、年々下がり続け、
いまでは半分の50万円ですら⾄難な状況。」

ポイント

→ 収益低下へのリスク対策が必要

顧問報酬（法⼈・⽉額）

出所：⽇税連『税理⼠実態調査報告書（第4回 および第6回 ）』

 顧問報酬 平成6年 平成26年 対比

 1万円以内 3.0% 7.9% 263.3%

 3万円以内 38.8% 53.5% 137.9%

 5万円以内 40.0% 27.3% 68.3%

 5万円超 18.2% 11.3% 62.1%

顧問報酬1万円以内は2.6倍に、
3万円以内は1.4倍に増加。
その反⾯、5万円超は約40％減少。

20年間で価格競争が激化



デジタル化による顧問先の新しいニーズ
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若⼿S税理⼠の話（東京都）

「帳簿や決算だけだったら、コンピューターで⼗分。
このように考える経営者が、今は少なくない。
従来業務は、急速に市場価値を失いつつある。
反⾯、経営者は税理⼠に付加価値を求めている。」

従来業務の価値が⽬減り
経営者から税理⼠への新たな期待が⾼まる

ポイント

→ 従来業務からの転換が急務



税理⼠業界の今後の⾒通し
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従来業務の価値が⽬減り
経営者から税理⼠への新たな期待が⾼まる

ポイント

「税理⼠業界の景況感に関する実態調査」

・対象エリア：全国
・対象者：会計事務所のみなさま149名
（うち税理⼠134名）
・実施期間：2020年12⽉3⽇〜12⽉17⽇
・調査機関：Mikatus株式会社

・⼀層、厳しさを増す
2020年に減収に転じた事務所は2割弱にとどまった。
しかし過半数の事務所が、今後の業況が悪化すると予想。

・付加価値サービスへのニーズが増える
コロナ禍の影響を受け、中⼩企業から税理⼠へ補助⾦や助成⾦の申請、
資⾦繰り、事業継続・事業⽅針に関する相談が急増。

「税理⼠業界の景況感に関する実態調査」より⼀部抜粋



顧問先から税理⼠への「不満」

© Mikatus 2022

希少なワインを仕⼊れたら「在庫が増えてる
ので処分したら？」と⾔われた。もっと⾃分
のビジネスのことをわかってほしい。

飲⾷業（ワインバー）

「減価償却」や「資産計上」など会計の専⾨
⽤語はわからない。専⾨⽤語が多いとけむに
巻かれているように感じる。

飲⾷業（カフェ）

先⽉の数字をただ読み上げるだけ。
「だから何？」と感じる。数字の変化の要因
や、何をすべきかを⼀緒に考えてほしい。

サービス業

いくら「先⽣」でも、上から⽬線や理詰めだ
と相談しづらい。横柄な態度をとる先⽣との
お付き合いはご遠慮したい。

⼩売業

「今期は利益が出てよかったですね」と⾔われて安⼼していたら、
現⾦が⼤きく減っていた。現⾦がなければ会社は潰れてしまうとい
うことを理解してほしい。

内装業
税理⼠への「不満」

2019年 Mikatus調べ



顧問先から税理⼠への「期待と感謝」
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起業時の想いや将来について掘り下げて聞い
てくれた。⾃分のビジネスを知ろうとしてく
れる姿勢がうれしい。

サービス業

経営者の多くは経理が苦⼿。
帳簿の付け⽅や数字の意味を、理解できる⾔
葉でわかりやすく教えてほしい。

⼩売業

夜の営業を開始して成功したのは税理⼠のお
かげ。客数や客単価といった数字を基にアド
バイスしてくれた。

飲⾷業（カフェ）

採⽤や資⾦調達など、税務以外について相談
しても、 客観的な視点でアドバイスをしてく
れて⾮常に助かる。

⼩売業

⾃分は売上拡⼤のことしか考えない。
⽀出や資⾦繰りを⾒ていてくれて、リスク管理をしてくれるとうれ
しい。

飲⾷業（カフェ）
税理⼠への「期待と感謝」

2019年 Mikatus調べ



顧問先のニーズ
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顧問先が求めるサービスとは？
従来の税理⼠サービス

（税務代理）

l 競争激化、AIの台頭から
顧問先から価値を感じて
もらえない

l 数字に基づいたアドバイ
スの⼟台となる

l 効率的に業務提供するこ
とが求められる

顧問先が求める
付加価値サービス

l 数字に基づいた客観的で
⾃分の業種に即した、わ
かりやすいアドバイスが
求められる

l 将来のキャッシュのリス
ク管理やキャッシュの最
⼤化が最⼤の関⼼事と
なっている



税理⼠の最⼤の価値
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税理⼠は帳簿をチェックするだけの⼈、税⾦に関する相談しかできない。
経営者からこんな⾵に思われている税理⼠が少なくないようです。

しかし税理⼠の価値は、帳簿作成や税務申告だけではありません。
「経営に最も寄り添うことのできる存在」これこそが税理⼠の最⼤の価値です。

経営に最も寄り添うことのできる存在
税理⼠の最⼤の価値

〜税理⼠の⽴場とは？〜
税理⼠は、中⼩企業から会計や給与のデータを預かっています。
現⾦残⾼はもちろん、経営者がどれだけお⾦を使っているのかまで把握できます。

税理⼠は、経営者が他⼈に知られたくないような数字や情報、悩みを共有される
⽴場にあり、だからこそ経営に寄り添うことができる存在なのです。



パート３：事務所の差別化戦略

マーケティング理論では、同業者に差をつける⽅法は⼆種類しかないとされています。
低コストで勝負するコスト戦略と、付加価値で勝負する差別化戦略です。

しかし税理⼠事務所の場合、賃料、システム費⽤、⼈件費など固定的なコストが多く、コス
ト戦略を採⽤するのが困難なことから、必然的に差別化戦略を狙うことになります。

具体的には、どのように差別化戦略を狙うのでしょうか。



健全な事務所経営とは？

①税務顧問の減収を、新たな付加価値の提供で補う
②そのために業務効率化をはかる

事務所経営における基本的な考え⽅
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税務顧問

今までの税理⼠

税務顧問

売上

顧問料
の低下

中⼩企業数
の減少

これからの税理⼠

付加価値の提供

業務効率化をはかり、
付加価値を提供することで
売上の向上を⽬指す



（参考）事務所経営における⽬標設定の実例

© Mikatus 2022

現在 5年後の目標 増加率

売上高 77,000,000円 160,000,000円 208%

従業員数 10名 16名 160%

1人あたり売上 7,700,000円 10,000,000円 130%

平均単価（年間） 400,000円 600,000円 146%

顧問先数（法人） 165社 260社 158%

労働生産性 3,850円 5,000円 130%

税理⼠事務所における労働⽣産性は、政府統計データ推計では3,500円前後です。
しかし業界の課題として労働⽣産性が低いことが指摘されており、5,000円を超
えるのが望ましいと考えられています。

現在の労働⽣産性が3,850円の事務所が、どのようにして5,000円を⽬指すのか、
⽬標の実例を下記に紹介します。

3,850円 → 5,000円への具体的な計画



（差別化の事例）システム活⽤による業務効率化
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会計ソフトの新機能「⾃動仕訳」を活⽤することで業務効率化が実現します。
⾃動仕訳とは、これまで⼿作業だった仕訳および記帳を⾃動化で⾏う機能です。

「⾃動仕訳」の活⽤によるメリットは⼤きいものの、事務所だけではなく、顧問
先からの協⼒も必要なため、その点には注意が必要です。

⾃動仕訳の仕組み



（差別化の事例）決算報告を⼯夫して顧問料アップ
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顧問先への決算報告を⼯夫し、顧問料アップを実現させた志⽥税理⼠。
2021年開催のオンラインセミナーでは、決算報告のポイントと7つの⼿順が紹介
されました。

決算報告のポイント
・決算報告においては、まず⻑所を⾒つけて褒める。
その次にシビアな話に移るのがポイント
・決算報告書を⾒せるだけでなく、その内容をA4⽤紙10枚
に要約した「財務分析リポート」を⾒せながら説明
・⾃社の置かれている状況を理解してもらうことに加え、
経営者⾃⾝が決算の内容を他⼈に説明できるようになって
もらうことが⽬標

手順 項目 説明方法

① 貸借対照表、損益計算書 特徴を見つけ褒める（指摘する）

② 借入の返済や納税 必要な資金を明示する　

③ 法人から社長個人への貸付 悪影響を指摘し、早期是正を促す

④ 資金繰り 現在だけでなく、今後のあるべき姿にも触れる

⑤ 経費の使い方（税務調査） 指摘されやすいポイントを具体的に説明する

⑥ 法人、個人の節税 話題として触れる

⑦ 個人の資産形成 話題として触れる

志⽥税理⼠が実践する決算報告の7つの⼿順



（差別化の事例）会計事務所による資⾦繰り⽀援
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資⾦繰りサービス提供による顧問料増加に成功したTAXEL会計の今野代表は、
クラウドシステムの導⼊がカギだったと振り返ります。

株式会社TAXEL会計
今野代表 「従来の業務だけでは会計事務所としての成⻑が難しい。

そこでコンサル型の提案事業を広げていくことにしました。
しかし、サービスを始めるのは簡単なことではありません。
最初の⼀歩は、クラウドシステム導⼊がいいと思います。」

TAXEL会計では、会計データをもとに、ワンクリックで
将来のキャッシュ推移グラフが表⽰されるクラウドシス
テムをフル活⽤し、顧問先への資⾦繰り⽀援を提供して
います。



パート４：差別化の実現と業務システム

クラウドシステムを活⽤することで、差別化がはかれます。

税理⼠向けオールインワン・クラウドシステム「A-SaaS（エーサース）」なら、税務・会
計・給与といった業務の効率化と、経営顧問、財務顧問といった付加価値サービスの提供を
同時に実現することが可能です。



会計データの⼊⼒から税務申告まで⼀気通貫で完結
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A-SaaS（エーサース）は、税務・会計・給与の機能が揃ったオールインワンシス
テムです。様々なデータを連動して作業ができるので、業務が効率化されます。

● 税務・会計・給与がクラウドにオールインワン
● 税理⼠業務に必要な機能がこれ⼀つで対応可能
● 相続・贈与・マイナンバー管理、請求書システムまで搭載
● 最新の税率・税制対応も⾃動でアップデートかつ無償対応

● プロユースのインターフェースに徹底的なデータ連動、サポート
● 単⼀仕訳・出納帳・振替伝票⼊⼒の3形式対応
● 慣れ親しんだ申告書作成画⾯

● クラウドだからいつでもどこでも、アクセス可能
● 離れたところにいる相⼿とも簡単に共同作業が可能
● シェアNo.1のクラウドサーバ(AWS)でデータ管理
● テレワークなどの多様な働き⽅をシステムでサポート

会計⼊⼒

申告書作成



A-SaaS（エーサース）の機能⼀覧

© Mikatus 2022

　単一仕訳入力 　JD L (会社法対応)

　出納帳入力 　M JS  (NX -P ro、Na vi )

　振替伝票入力 　ICS  ( ICS財務D B )

　仕訳日記帳 　EP S ON (財務応援S u p e r)

　総勘定元帳 　弥生 (弥生会計9 ~2 0 )

　補助元帳 　その他汎用

　変動損益計算書 　従業員データ

　月次損益推移表 　給与　賞与データ (源泉徴収簿形式)

　比較損益計算書　貸借対照表 　JD L (専用システム)

　消費税科目明細書 　M JS

　決算報告書 　ICS

　資金繰管理票 　EP S ON (減価償却応援)

　経営分析表 　弥生

　財務グラフ 　NTTD ATA (減価償却の達人)

　キャッシュフロー計算書 　その他汎用

　部門管理

　摘要残高管理

　工事一覧表

　工事別原価明細書

　工事管理月報

　勘定科目内訳書・　事業概況説明書

　消費税申告書

会計システム 給与システム

減価償却システム

　青色申告決算書　収支内訳書

　法人税申告書

 給与
税務システム

　データインポート

仕訳入力

　給与計算　賞与計算

 会計

　年末調整

　法定調書

財務帳票

　社会保険　労働保険算定

　所得税確定申告書

減価償却

　相続税申告書　贈与税申告書

　申請書・届出書

　固定資産台帳

　償却資産申告書

管理会計等
　電子申告システム

工事別原価管理

　マイナンバー管理システム 　給与システム

　フィンテック （銀行・クレカ等の取引明細の自動仕訳データ化） 　マイナンバー管理システム

　請求書発行機能 　減価償却システム　勘定科目内訳書　事業概況説明書

自計化システム （顧問先向けシステム）

その他機能 　会計システム



A-SaaS（エーサース）活⽤による付加価値の提供

© Mikatus 2022

A-SaaS（エーサース）には、経営顧問、財務顧問といった機能が標準搭載されて
いるため、顧問先への付加価値提供が可能です。

中⼩企業の財務カルテキャッシュ・イズ・キング

• 顧問先の1年後のキャッシュをボタン⼀つで⾒える化
• 社⻑と「(税⾦ではなく)経営について」議論
• 中⼩企業経営者にワンランク上のサービスを提供できる

経営者の『他社はどうなの?』という疑問に応える YOSOD
（ヨソッド）

• クラウドならではのビッグデータを活⽤し、中⼩企業の
経営向上に資する様々な指標を閲覧できるシステム

• 同業他社の数字を通して、顧問先の現在地が把握でき適
切な⽬標⽴案が可能に



A-SaaS（エーサース）導⼊における成功事例
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税理⼠⼩野保彦事務所：⼩野譲⼆様
所在地：神奈川県、事務所規模：5〜10⼈

⾃計化を勧めたい会計事務所にうってつけ！
経営・財務⽀援機能も備えた会計サービス

⾦森善太郎税理⼠事務所：⾦森善太郎様
所在地：千葉県、事務所規模：2〜5⼈

A-SaaSの⾃動データ連携機能をフル活⽤し、
⼊⼒作業の7割削減に成功！

税理⼠法⼈⼩澤事務所：⼩澤哲⼆様
所在地：滋賀県、事務所規模：20〜30⼈

⾼価な他社製システムから乗り換え
浮いた予算で⼈材投資を実現

税理⼠法⼈さくらパートナーズ：⾼橋雅志様
所在地：宮城県、事務所規模：10〜20⼈

残業時間削減と顧問料アップを両⽴！
財務状況を即時に把握できるオールインワン



⇒「 Lanchor」読者限定キャンペーン
（ご案内は次ページ）

他の事務所に差をつけるために
業務の効率化、付加価値の提供
今すぐ、始めてみませんか？



読者限定：税理⼠のための新規開業プラン
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税理⼠向けクラウドサービス「A-SaaS （エーサース）」の特別プランを
創業⼿帳の読者限定で提供、税理⼠のみなさまの独⽴・開業を応援します。

■特別プランの概要
・名称：税理⼠のための新規開業プラン
・料⾦：初年度無料、2年⽬特別割引2万円OFF
・対象者：独⽴・開業を検討中の税理⼠、開業1年未満の税理⼠・会計事務所、税理⼠登録3年未満の税理⼠
・申込⽅法：

Web問合せ：https://a-saas.com/contact
電話問合せ：03-6240-9433（受付時間：10:00〜18:00 ⼟⽇祝除く）

https://a-saas.com/contact


パート５：開業に関する様々な情報

開業にかかる費⽤、開業時に提供すべきサービス、顧問料の設定など、税理⼠として開業す
るにあたっては、様々な情報が必要です。

Mikatus株式会社では、WebメディアやPDF資料などを通じて開業に関する情報を提供してお
り、その⼀部をご紹介します。



税理⼠業界データ①
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「税理⼠の開業に関する実態調査」

・対象エリア：全国
・対象者：会計事務所のみなさま209名
（うち税理⼠207名）
・実施期間：2021年5⽉25⽇〜6⽉11⽇
・調査機関：Mikatus株式会社

開業から軌道に乗るまでの期間 回答

3ヶ月以内 17.8%

3か月～半年 8.2%

半年～1年 30.3%

1年～5年 16.3%

5年から10年 1.9%

未だ軌道に乗っていない 23.1%

その他 2.4%

開業してから事務所の運営が軌道に
乗り始めたのはいつ頃からですか？

・1年以内が50％以上

・1年以上が20％程度



税理⼠業界データ②
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開業から軌道に乗るまでの期間 回答

0件 40.7%

1件～5件 27.3%

5件～10件 12.0%

10件～30件 9.6%

10件～30件 2.9%

50件～100件 3.8%

101件以上 3.8%

・0件が40％、
1件以上が60％以上
・うち5件以上が30％

開業時点での顧問先の件数は、0件が約40％と⼀番多く、次いで1〜5件が約30％。
また、5件〜10件、10件〜30件、30件以上がそれぞれ約10％という結果であり、
これらを合計した約30％の事務所が、開業時点で5件以上の顧問先を持っている
ことが判明した。

開業時点で顧問先は何件ありましたか？



税理⼠業界データ③
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開業時点で提供していたサービスは？

開業時点で提供していたサービスは、1位：税務相談、2位：法⼈申告、3位：個
⼈確定申告という結果であり、いずれも80％を超えた。

経営相談、資⾦繰り対策といった付加価値サービスを開業時点で提供していた事
務所は40％前後であった。

税務相談（95％）、法⼈申告（95％）、
個⼈確定申告（90%）、記帳代⾏（85%）、
給与計算（65%） 、節税相談（55%） 、相続税（45%）
経営相談（45%） 、資⾦繰り対策（35%） 、事業承継（15%）



記事紹介①：開業までの流れ、成功のコツ
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「税理⼠の独⽴開業に必要なこと！開業までの流れや成功のコツを紹介」
Web記事：https://iizeirishi.jp/management/2639/

記事の⾒どころ
開業までの流れはもちろん、初年度から事務所を軌道
に乗せる秘訣や、開業に成功した先輩税理⼠の体験談
など成功のコツを掲載しています。

主な記事内容
・開業までのプロセス
・開業にかかる費⽤
・開業のメリット・デメリット
・開業税理⼠の年収
・成功のコツ
・成否をわけるポイント
・成功体験談

https://iizeirishi.jp/management/2639/


記事紹介②：適正な顧問料とは？
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「税理⼠が「適正な顧問料」を受け取るために必要な3つの条件」
Web記事：https://iizeirishi.jp/iizeirishi/49/

記事の⾒どころ
「⾃分は適正な顧問料をもらえていないかも……」と
頭を抱えている税理⼠は少なくありません。
適正な顧問料を受け取るために何が必要なのか、顧問
料をテーマした座談会で、現役税理⼠4名によるディ
スカッションの模様を分かりやすくまとめました。

主な内容
・適正な顧問料を受け取るために必要な3つの条件
・顧問料値下げ圧⼒への対応⽅法
・税理⼠を若者が憧れる仕事にするために

https://iizeirishi.jp/iizeirishi/49/


記事紹介➂：営業苦⼿を解決！
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「税理⼠の営業苦⼿は解決できる！営業活動のキモとweb集客の基本を解説」
Web記事：https://iizeirishi.jp/management/2473/

記事の⾒どころ
営業に苦⼿意識を持っている税理⼠の⽅は多いもの。
この記事では苦⼿意識にとらわれず、今の時代に⽋か
せないweb上での営業活動の⼿法について解説します。

主な内容
・⾃分の良さを⾃覚し、相⼿に適切に伝える
・営業活動のためのweb集客５選！

https://iizeirishi.jp/management/2473/


記事紹介④：業務効率化の成功
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「業務効率化の成功パターン5選！ 」
Web記事： https://a-saas.com/blog/efficiency_5choice

記事の⾒どころ
繁忙期は残業ばかり、忙しくて⼀向に業務が落ち着く
気配がない。そんな事を思いながら、仕⽅がないと割
り切ってしまっている会計事務所の⽅も多いのではな
いでしょうか。

実は、会計事務所の業務フローには、ちょっとの⼯夫
で簡単に改善出来る点がいくつもあるのです。業務を
効率化し、やりたいことに時間を使えるようになった
会計事務所の実際の声をご紹介します。

主な内容
・フィンテックでデータ⼊⼒を削減！
・テレワークで通勤時間の削減！
・システムで煩雑さを解消！
・データの共有で即時に問題解決
・業務効率化に成功した事例のまとめ

https://a-saas.com/blog/efficiency_5choice


記事紹介⑤：電⼦帳簿保存法の改正ポイント
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「電⼦帳簿保存法の改正ポイントを詳しく解説！ 」
Web記事： https://a-saas.com/electronic-books

記事の⾒どころ
2022年1⽉1⽇に施⾏された改正電⼦帳簿保存法によ
り、電⼦取引におけるデータ保存が義務化されたこと
で、会計業務やシステム運⽤などへの様々な影響が予
想されます。

中⼩企業からの相談に対し、税理⼠のみなさまが法改
正の詳細や対応⽅法について適切なアドバイスが⾏え
るよう、電⼦帳簿保存法に関するお役⽴ち情報をまと
めました。

主な内容
・保存要件の緩和と電⼦取引の厳格化
・電⼦取引厳格化への対応
・電⼦取引厳格化に猶予期間
・スキャナ保存の改正概要
・中⼩企業の取り組み実態と今後の課題

https://a-saas.com/electronic-books


付録：開業税理⼠のホームページ開設

開業時には、ぜひホームページ開設を検討しましょう。

会計事務所に特化したホームページ制作⽀援サービス「BLUE BADGE（ブルーバッジ）」なら
顧問先の獲得から⼈材採⽤まで、事務所のブランディング活動を成功に導きます。

【ブルーバッジ】



税理⼠業界のホームページ所持率
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どのくらいの会計事務所がHPを所持しているのか？

⼀般企業と⽐較して、税理⼠業界のHP所持率は低い

会計事務所のHP所持率：
− 2044/5323事務所 当社調査−

38％
− 2020年 総務省 通信利⽤動向調査−

※常⽤雇⽤者100名以上の企業

⼀般企業のHP所持率：91％

【ブルーバッジ】



開業後の顧問先獲得とホームページの関係
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紹介での獲得（88.5％）
HPでの問い合わせ（20.1％）

どちらもHPの存在が重要

開業後の営業⽅法

全国の会計事務所勤務209名にアンケート

0 20 40 60 80 100

紹介

HP問い合わせ

営業は⾏っていない

名刺代わりとしてホームページは⽋かせない

−税理⼠の開業に関する実態調査より抜粋−
https://a-saas.com/download/survey_setup

顧問先獲得のためには、ホームページを持つことが重要

【ブルーバッジ】



顧問先獲得につながるホームページ
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最新のHPと⾒⽐べても⾒劣りしないデザイン

内容が読みやすく整理されている

⾏動を促す仕組み

・パッと⾒て⾒ることをやめられないデザイン性が必要

・最後まで⽂章が読まれるよう、設計された構成が必要

・読者の気持ちが⾼まっている瞬間に問い合わせができる
導線が必要

顧問先獲得のためにホームページに求められる３つの要素

【ブルーバッジ】



ホームページの役割
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【ブルーバッジ】



ホームページ制作の検討
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ホームページ制作⽀援サービスのご紹介
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BLUE BADGE（ブルーバッジ）は、会計事務所が魅⼒を伝えられるように設計・開発され
たCMSサービスです。新規顧客の獲得や採⽤活動に有効なホームページをカンタンに低コ
ストで制作・運営することができます。



会計事務所に特化したデザインテンプレートを利⽤できる
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200以上の会計事務所のホームページを調査し、独⾃に設計した会計事務所向けのデザイ
ンテンプレートを利⽤することができます。⽬的に合わせてテンプレートを選択すること
が可能です。



テキストと画像だけでオリジナルのホームページが完成
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デザイン設計されたテンプレートにテキストと画像を変更するだけでオリジナルのホーム
ページを作成することができます。
後からの編集・修正も簡単に⾏うことができます。

デザインが完成されたテンプレート テキストと画像を⼊れるだけで簡単

会計事務所向けに作成された
デザインが組み込まれている
ため、レイアウトができあ
がった状態で使えます。

テンプレートにテキストと画
像を変更するだけで、簡単に
オリジナルのホームページを
制作できます。

更新やメンテナンスもお⼿軽に

複数のコンテンツパーツを使
えば変更も簡単に⾏えます。
公開後の更新も⼿間をかけず
に⾏えます。

導⼊から運⽤まで担当者がサポート

テキストやレイアウトの検討
など導⼊前から、公開後の運
⽤まで、専任の担当者がサ
ポートいたします。



問い合わせ先



税理⼠向けクラウドシステム「A-SaaS（エーサース）」
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03-6240-9433

mktg@mikatus.com

Te l.

【平⽇ 9:00 〜 17:00】

Mail.  

A-SaaS（エーサース）に関するお問い合わせは、
下記までお気軽にご連絡ください



税理⼠向けWebメディア「Lanchor（ランカー）」

© Mikatus 2022

https://iizeirishi.jp/contacts/問合せフォーム

Lanchor（ランカー）に関するお問い合わせは、
下記までお気軽にご連絡ください

https://iizeirishi.jp/download/資料ダウンロード



ホームページ制作⽀援サービスの問い合わせ先

© Mikatus 2022

03-6240-9433

bluebadge@mikatus.com

Te l.

【平⽇ 9:00 〜 17:00】

Mail.  

BLUE BADGE（ブルーバッジ）に関するお問い合わせは、
下記までお気軽にご連絡ください



最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。
皆さまのお役に⽴てることを⼼より願っております。

お問い合わせ先
Mikatus（ミカタス）株式会社
✉ mktg@mikatus.com
☎ 03-6240-9433 【平⽇9:00 〜18:00 】

当資料作成には、細⼼の注意を払い作成しておりますが、情報の正確性、有⽤性、確実性、適合性、合法性、最新性について、当社は、⼀切
の保証を与えるものではありません。

⽬的の如何を問わず、本資料の無断複製、無断転載その他⼆次利⽤⾏為等の国内および国外の著作権により禁⽌される⾏為を固く禁じます。
そのような⾏為が発⾒された場合、当社は法的措置をとる場合がございます。


