2022年版、
『拡大事務所の増やし方』。新春大特集 !!

FIVE STAR MAGAZINE
士業専門誌

66

年間購読／年間６冊・30,000 円（税別・送料込）
発行／ LIFE & MAGAZINE 株式会社
◎本誌は以下の事務所にお届けしています
税理士、司法書士、弁護士、行政書士、社会保険労務士
など（購読者の多い順）

士
業
を
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
新
世
代
事
務
所
の
そ
れ
ぞ
れ
の

﹁
解
﹂
士業事務所のための経営専門誌

2022.01

答
え
な
き
時
代
に
成
長
し
続
け
る
た
め
に
は
何
が
必
要
か
︱
︱
？

士
業

特
集

新

The Magazine for Professional Firms

時
代

ン
コ

ス

福

S T A R M A G AZI

N

特 派 員

E

FI

VE

会
協

労務

進め！プライアン

「労務管理の視点で考える、より良い社会の実現！」労務
のプロが学び合い高め合う新たなプラットフォームとして
2021 年 5 月に発足した労務コンプライアンス協会。本稿
は、協会理事の福田芳明氏を取材特派員として、全国の注目
事務所へのインタビューを行うシリーズ企画（文・武田司）

社会保険労務士法人みらいコンサルティング 代表
一般社団法人労務コンプライアンス協会・理事

福田芳明氏

▪▪▪

第一回

▪▪▪

社会保険労務士法人総合経営サービス・肥後労務管理事務所

グループ内にある、
「２つの」
社労士事務所
福田 事務所の成り立ちを教えて
ください。
平井 肥後労務管理事務所という
事務所は今から７年前、2014 年
４月に前所長の肥後先生が急逝さ
れた折に、ご縁があって総合経営
サービスグループでＭ＆Ａさせて
いただいたものです。
そのときに総合経営サービスグ
ループから、私が肥後労務管理事
務所の所長として送り出されまし
た。総合経営サービスの母体は税
理士法人
（代表は山﨑明）
ですが、
グループの中には社労士法人があ
りました。
ですからグループ内に２つの社
労士事務所があるかたちになっ
たわけですが、2019 年に統合し
て、今はひとつの組織になってい
ます。
２年前に統合したときは３拠点
４０名体制でしたが、2021 年２
月にＭ＆Ａを行って渋谷にも拠点
が増え、現在は４拠点で５９名に

なっています。
福田 私たちも少なからずＭ＆Ａ
の話をいただきますが、事務所の
職員が離れずに働き続けてくれる
かどうかに、不安を感じます。そ
の点はいかがでしたか？
平井 Ｍ＆Ａしたとき、肥後事務
所には１８人のスタッフが在籍し
ていましたが、Ｍ＆Ａが決まると
三分の一のスタッフが離職し、そ
の後も仕事のやり方が合わないな
どの理由で三分の一が辞め、現在
残ってくれているスタッフは６名
となっています。
福田 お客様は離れることなく、
継続されていますか？
平井 お客様は１件も離れません
でした。全て、私がご挨拶に回り
ましたので。また、サービスの提
供体制もそれまでの一人担当制で
はなく、一社に対して二人もしく
は三人で対応する体制に改めまし
た。ですから、お客様には喜んで
いただけたと思います。
福田 事務所文化には違いを感じ
ましたか？
平井 そうですね。事務所文化は

平井俊輔氏

まったく異なりました。ですか
ら、急にこちらの文化に切り替え
ようとするのではなく、独立した
社労士事務所のようなカラーを作
ることに努めました。
もちろん社会保険労務士法人と
しては一体の組織ですが、もう一
人の代表の白井（章稔）が管轄し
税理士法人と一緒になっている拠
点と、私が管轄している拠点に明
確に分けて運営しています。
福田 それぞれが管轄する拠点の
客層は異なりますか？
平井 異なります。税理士法人と
一緒にやっている拠点のお客様
は、多くが３０人未満のクライア
ントで、
件数が多くなっています。
私の管轄する拠点は上場企業や
外資系の大きな顧客もあり、ス
タッフ数に比してクライアントの
数が少ない状況になっています。
福田 それぞれの拠点で営業成績
に差が出ることはありますか？
平井 不思議なもので、どちらも
引っ張られるように調子が上がっ
ていきます。また、互いの長所、
短所が分かっていますので、拠点
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間で仕事を融通したりすることも
できます。
また、決算も最終的には一本で
申告していますが、月次試算表レ
ベルでは、分けています。月一回
の予実管理ミーティングで、互い
の数字をチェックし合いながら、
情報を共有しています。
福田 グループ内に、２つのブラ
ンドがあるようなものですね。
平井 はい、マルチブランド戦略
と位置づけしています。税理士法
人のグループ内にある社労士事務
所は世の中にたくさんあると思い
ますが、その多くは税理士法人が
川上で、社労士事務所は川下とい
うポジショニングになりがちで
す。私と白井は、そうしたパワー
バランスを変えていきたいと考え
やってきて、現在はグループ内に
もそうした考えが根付いてきまし
た。
福田 よく分かります。そこが社

労士の働きがいややりがいにつな
がっていきますからね。うちもそ
うしたポジショニングだったらう
まくいっていなかったと思いま
す。
採用活動はどうされています
か？
平井 スタッフを増やしてはいる
のですが、新卒採用では苦戦が続
いています。新しい取り組みとし
ては、今月から学生インターンを
始め、３人の方にインターンに来
ていただいています。３人とも、
将来は社労士事務所で働きたいと
言っています。
税理士法人では新卒採用が絶好
調です。採用活動では「日本一厳
しい会計事務所を作る」ことをウ
リにしています。ホームページに
も
「日本一厳しい。が誇りです。
」
という謳い文句を挙げています。
「厳しい」とは教育に厳しいと
いうことです。１０年ほど前から

始まった早朝研修は、月曜から土
曜日の朝７時から１時間、先輩ス
タッフが持ち回りで講師をして、
テストを行います。今はそういう
時代ではないので、月曜から金曜
日まで８時からの３０分間になっ
ていますが、教育には変わらず力
を入れています。
福田 すごいですね。厳しくて
も、しっかり学びたいというス
タッフが入社しているんですね。
平井 はい。そうした人材しか採
用していません。
福田 私たちは実務研修はＯＪＴ
が中心になってしまっているた
め、なかなか未経験者を採用でき
ていません。
平井 うちは難易度の高くない顧
問先もたくさんありますので、未
経験者も積極的に採用していま
す。

代表の平井俊輔氏
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事務所の所在するビルの外観

変化するニーズに対応し、
高単価を実現
福田 営業活動は、どのようにさ
れていますか？
平井 顧客は紹介だけです。社外
の会計事務所からのご紹介が多く
なっています。会計事務所の開拓
は、私が数年前に行いました。
福田 今、どのくらい紹介元とな
る会計事務所がありますか？
平井 ５、６事務所ほどですが、
そのうち一件の税理士法人さんに
は平均して月に４、５件のお客様
をご紹介していただいています。
福田 開拓する際は、どのくらい
の事務所にアプローチしたので
しょうか？
平井 テレアポを行ったのは、私
たちの事務所がある中央線沿線の
およそ２００事務所です。
確定拠出年金の導入を入口にご
紹介いただくことが多く、また、
先ほどの会計事務所のスタッフさ
ん向けには、顧問先の労務相談も
無料でお受けしています。
福田 電話相談への対応ですか？
平井 いいえ、Chatwork です。
ご相談は毎月、たくさんいただき
ます。こうしたサービスも提供し
ているので、その会計事務所から
はたくさんの紹介が発生するので

す。ご紹介は、事務所単位でとい
うよりも、会計事務所のスタッフ
さんから直接ご紹介いただくよう
なかたちになっています。弊事務
所に紹介すれば自分が楽になるか
ら、積極的にご紹介いただけるの
です。
その会計事務所はもともと自前
で社労士法人を持っていたのです
が、途中でうまくいかなくなり、
社労士業務を内製しないと決めた
ところに私がアプローチしまし
た。
タイミングが良かったですね。
こうしたご紹介元を、あと１、
２件ほど増やしたいと思っていま
す。
福田 これほどコンスタントに会
計事務所からご紹介案件をいただ
くことはなかなかありませんよ
ね。繋がりはあっても、年に１回
や２回、ご紹介があるかどうかで
す。
平井 多くの場合、関係性が表面
的なのではないでしょうか。互い
に士業なので、仲良くなった雰囲
気にはなるのですが、そこから踏
み込んだ関係になっていきません
ね。
福田 ほかに取り組まれているこ
とはありますか？
平井 以前と比べてクライアント
のニーズが変わってきています。

一般の社労士事務所では受けない
ようなアウトソーシングのオー
ダーを受けるようになってきまし
た。ニーズはさまざまですが、共
通しているものは、
「社員への直
接対応」
。こうしたものは、外資
系企業などからのニーズが強まっ
ています。
福田 総務的な仕事のアウトソー
シングや、労務の窓口としての機
能なども提供しているのですか？
平井 はい。しかし、すべてのク
ライアントの要望に応えるのでは
なく、コストをかけられる会社だ
けに絞っていますので、高単価で
受任できています。さらに一度受
任すると、契約が切れない関係に
なります。
福田 たしかにそうしたニーズは
ありますが、なかなか踏み込めな
い領域ですね。
最後に、私たちの労務コンプラ
イアンス協会にご参加いただく中
でのご感想やご意見などをいただ
けますでしょうか？
平井 本当にありがたい機会をい
ただいています。ＩＰＯ支援には
一定のリスクがありますので、知
識やノウハウをしっかり固めてお
かなければなりません。そうした
ときに、ＩＰＯ支援の分野で日本
でもっとも実績のあるみらいコン
サルティングさんから直接学べ
て、ご使用されているシステムも
使わせていただけるなど、本当
にありがたいことだと思っていま
す。たとえご支援の途中で困った
ことが起きても、相談できる先が
あるので、思い切って仕事を取っ
ていけますね。
福田 ありがとうございます。私
たちもＩＰＯ支援の分野は、社会
的要請としてニーズが増え、マー
ケットは今後も広がっていくと
思っています。ただ、それは私た
ちだけではできませんので、他の
士業も含めて、みなさんと一緒に
社会への貢献をしていきたいと
思っています。
平井先生、本日は貴重なお話を
ありがとうございました。■
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