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役員より挨拶
♦ 代表税理士 南谷より
♦ 税理士
松尾より
♦ 税理士
三瀬より
♦ AOBA ソリューション㈱より

スタッフより
♦ 職員のペット自慢
♦ 新春あおばセミナーのご案内
♦ 年末年始営業のご案内

＊＊＊＊＊＊年末のご挨拶＊＊＊＊＊＊
今年は秋の気配を感じる間もなく冬に突入し

最も懸念しているのが「共謀罪処罰法」
（改正組織

た感があります。先日登った丹波の山にも低山で

的犯罪処罰法）の可決成立です。元来テロ対策の

はありますがすでに積雪があり、厳しい冬の訪れ

観点から、その計画段階で処罰できるようにとの

を感じてまいりました。

趣旨であったはずが、テロに限らず２７７の罪を

平成 29 年も残すところあと 2 週間程度となり、
一年の締めくくりをする時期となりました。
皆様には本年も大変お世話になり、誠に
ありがとうございました。紙面をお借り
して御礼申し上げます。
本年もいろいろなことがござい

対象にしている点です。中には「法人税法」
・
「所
得税法」なども含まれており、厳密に解すれば節
税のための相談も監視の対象に含まれるとい
う事です。先に実施された国税犯則取締
法の国税通則法への編入と併せて国家
権力の強化につながるものであり、こ

ました。1 月にはトランプ大統領

れについては注視していく必要があ

の就任があり、選挙段階からの過

ります。

激な発言でアメリカの政治がどう

我社におきましては、今期のス

なることかと観ていましたが、就

ローガンを「主体的に協働しよう」

任直後は引き続き過激であったも

として業務を行っているところであ

ののその後は少しずつ政治家らし

ります。経営理念である【あおばの周

く振舞っているように感じます。そ

りをたくさんの笑顔で満たしたい】を

の後韓国大統領の弾劾による罷免が
あり、北朝鮮による大陸間弾道ミサイル

実践すべく職員それぞれが自らの出来
ることを最大限に発揮し、それが一つの大

の発射継続、そしてアメリカによる中東への干渉

きな力となることで目標に近づいていきたい。そ

騒動など、実に様々な出来事が起こった一年であ

んな思いで決定したものです。今期開始から半年

りました。

を経過し、まだまだ足りないとは思いますが言い

また、国内では「忖度」という言葉が流行する

続けていこうと思います。変化の無い状態は、衰

ほど今年は政治ネタが多かったように思います。

退しか招かない。変化は自らが起こすものである。

「森友・加計問題」が連日のように報じられ、
「稲

如何に気づき、行動に結びつけるかが非常に大切

田」
「今村」
「金田」など各大臣の毎年のように繰

です。自分の満足は、周りの人の満足の向こうに

り返される失言もあり、秋には都議選の勢いを駆

あるものだという事を常に肝に銘じながら業務

って「希望」が光り出したかと思えば、衆院選後

に取り組んでまいる所存です。来年もどうぞ宜し

にはその存在すら確認できないほどの状態。どう

くお願いいたします。
代表税理士 南谷

やら知事職に専念するそうです。そんな中で私が
来年も
まだまだ登りますヨ！

正仁

思い起こせば、「価値」の２文字に明け暮れた一年でした。
税理士の価値、仕事の価値、そしてお客様にとっての私たちの価値。
それはどこにあるのか、その再定義に明け暮れた年でした。
社内で共通認識とするには、
「言葉の定義づけ」が非常に重要と考えています。
そこで価値とは「接点」であると定義づけをしました。
私たちの独りよがりではなく、乾杯のときにグラスとグラスが触れ合う（接点をもつ）ときの
ように、どこに「カチン!」と鳴り響く「接点」があるのか。
私たちと経営者の皆様との接点はどこにあるのか。
その価値（接点）を見出すための観察眼が「価値観」である、と。
「海外活用のネットワーク構築」
「事業所の枠をこえた士業連携」
「士業の価値を
可視化するための行政との連携」「価値提供を強化するための人材採用」などを進め
てまいりましたが、歩みはまだまだこれからで、価値観の転換、つまり
パラダイムシフトにまでは至っておりません。
再来年の２０１９年は「消費増税」
「平成にかわる新たな元号」という
大きな節目があります。その前年たる来年、２０１８年。
引き続き、
「気づきを提供し、一緒に考える」という原点を
突き詰めてまいります。
税理士

松尾

潤

今年 1 年間を春夏秋冬の季節の中で振り返ります。
日誌を見ながら、その時々に何を感じ、何を目標にし、何を大切にしていたのか。そして、来年への
新しい自分を想像してみました。
春から初夏にかけて、あおばグループの来期に向けた経営計画を考えることで、経営理念の意義を再
確認しました。あおばで提供できる価値とは何か。その使命を業務に落とし込み、引続き実践中です。
夏は、念願だった、不動産の事業承継に特化した法人、合同会社 AOBA アセットマネジメントを設
立しました。設立趣旨は、円満な不動産の承継です。例えば、不動産の売却時価と相続税評価の時価ギ
ャップは、生前に解決することで、円満な遺産分割を実現します。当法人では不動産税務の問題ばかり
でなく、より周辺問題をお手伝いできる受け皿となります。
秋は、日経新聞社主催の事業承継日経フォーラムの講師として講演させて頂きました。その中で、相
続税・贈与税の納税猶予・免除制度は、平成 29 年の税制改正で大きく見直され、さらに平成 30 年の
税制改正では、より一層、経営者にとって身近な制度となる予定です。
冬は、新たな相続・事業承継テーマとして「信託制度」を各専門士業の中で、本格的に研究・推進す
る機会を得ました。相続・事業承継において信託制度の活用は、大いなる可能性と魅力を含んでいま
す。今後の高齢化に向けた、円満な事業承継のツールとして提案させて頂きたいと思います。
一日という時間の中でできることは限られていますが、一日という時間が積み重なった一年を通し
て考えると、時間の重みを意識します。二宮尊徳の言葉の中に「小を積んで大を為す」という教えがあ
ります。およそ小を積んで大を為すのは自然の道であると。
一日、一日の小さな積み重ねが、一年となり、十年の月日を作り、一生となる。
その一日、一日にできる最大限の事を、あおばの母体を通して、提供できればと
思います。
最後に一年間大変お世話になり、ありがとうございます。
“ありがとうございます”という言葉は、
「有り難し」と書きます。
そして、その言霊は、あり得ない奇跡がここにあることを意味します。
本年一年間、皆様と係わりを持てた縁に感謝し、
来年もあり得ない奇跡を願い、ありがとうございます。

税理士

三瀬

義男

早いもので年末の挨拶をさせて頂く時期となりました。
今年も一年、あおばグループを支えて頂きまして誠に有難う御座いました。
皆様にとって２０１７年はどのような一年でしたか？
年々、時流の変化や速度が速くなっています。ＡＩの波もすぐそこまで迫ってきています。
このような現状下、あおばグループとしてどのようにしてお客様をサポート
させて頂くことができるのか？
一丸となってより一層の努力をしていく所存ですので、
来年もより一層のご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
AOBA ソリューション株式会社
代表取締役 川本
剛

今年も、もうあと数日で終わりです。
毎年毎年、あっという間に過ぎ去ってしまった１年に驚き、来年は今年よりもっと早く過ぎ
去ってしまうのだろうなと、これもまた毎年同じことを感じています。
子供のころは長かった１年間が大人になるにつれ（ さらに歳を重ねるにつれ ）だんだん短く
感じている方が多いと思います。
一説には、子供のころは毎日が新しい体験でいっぱいで「濃い」時間を過ごし、
歳を重ねる（経験を積む）と新しい体験が少なく「薄い」時間を過ごすからだとか。
新しいことに取り組むと１年という時間が長く感じられるということでしょうか。
来年は、皆様に「濃い」１年を過ごしていただけるようお手伝いをすべく
努力してまいります。
来年も本年同様よろしくお願いいたします。
社会保険労務士 中川

悦

２０１７年も残すところあと僅かとなりました。
皆様には今年も大変お世話になりました。今年一年、誠にありがとうございます。
この一年を無事に過ごせたのも、お支え頂いた皆様のおかげだと
思っております。グループに合流し、早３年が近づいております。
今後も皆様の経営のサポートができるよう、グループ一同「協働」して
参りますので、引き続きご指導ご鞭撻のほど、どうぞ宜しくお願い
いたします。
弁護士 相川 祐一朗

栄えある第 2 回、愛犬「ちゃたろう」を紹介させていただくチャンスに恵まれました、西本公恵です。
うちのちゃたろうは柴犬で、名前通りのすぐお察しいただける茶色のオス(9 歳)
です。これといった特技はありませんが、じっとしているだけで「なにか考えてる
風」に見えるところが自慢です。
紅葉の下で写真をとれば「もみじ、すごいね！」風になりますし、ティッシュボ
ックスに手を添えているだけで、「かぜ、だいじょうぶ？」という風に見えます。
頭のなかはおやつかごはんくらいしかないと思うのですが、
さすが柴犬は天然記念物に指定されているだけあって（？）
それっぽい感じに見えてしまいます。
散歩中もちゃたろうが田んぼでぼーっとしていると、ただ休憩しているだけなのに
「風を感じている風」になります。でもやっぱり、何も考えていません。
巻き添えの飼い主は寒空の下で突っ立っているだけ。
そんな毎日の散歩はつらいですが、何よりうちの子はかわいいのです。
誰が何と言おうと、一番かわいいのです。やっぱり…、
前回に引き続きこのコーナーはデレデレで終わることになりそうです。
来年は戌年、あおばともども、ちゃたろうをよろしくお願いいたします。
次回も戌年にちなんでわんちゃんのご紹介です。どうぞお楽しみに～！！

西本

公恵

新年第一回目のあおばセミナーは毎年恒例の税制改正の内
容と方向性について、お客様に関連する部分をピックアップ
し、私どもの 3 名の税理士より分かりやすくご説明させてい
ただきます。
今回は平成 29 年４月にオープンした天理駅前のコフフン内の
施設で開催いたします！
1、日時・会場

平成 30 年 2 月 2 日（金）
天理駅南団体待合所（だんまち）
午後 6 時開演
（午後 7 時３０分終了予定）
『新春 税制改正セミナー』
代表税理士 南谷 正仁
税理士 松尾
潤
税理士 三瀬 義男

2、テーマ
3、講師

税理士法人
本

店

大阪事務所

あ お ば

年末は平成２９年１２月２８日（木）まで
業務を行います。
年始は平成３０年１月５日（金）より
業務を開始致します。
新年も宜しくお願い申し上げます。
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