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日 本 Ｍ Ｓ セ ン タ ー

「物」から「心」の時代へ―
人材で社会を変える日本MSセンター

株式会社日本MSセンター 代表取締役 有本隆浩
マネージャー 中園隼人
人材支援事業、人材紹介事業などを柱とする㈱日本 MS センター（東京都千代田区）は、
会計業界と深いかかわりを持つ企業である。1990 年に創業した同社は、その後業容を大幅
に拡大し、現在では会計事務所向けの人材紹介事業のほか、会計事務所の顧問先企業向け
の人材紹介、さらには会計事務所に顧問先を紹介する事業なども手がけている。同社の取
り組みは現在でもさらなる広がりを見せており、会計事務所と連携して次世代を担う顧問
先企業を発掘・支援する事業も進展している。同社は会計業界にとって興味深い取り組み
を次々と打ち出しているが、その背景には代表取締役の有本隆浩氏（写真左）が創業以来
抱き続けている想いがあった。日本 MS センターの取り組みに込められた思想について、
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有本氏と、同社マネージャーの中園隼人氏（写真右）に聞いた。
実務経営ニュース

2009.04

16

INTERVIEW 日本MSセンター

社会のために何かを創造したい

これを受け入れていただいたことがきっかけと
た。その時に浮かんだのが、「『物』から『心』

いく中で、時代の変革を感じるようになりまし

当社創業以来の企業精神になっています。
会社を興した後は、お客様のニーズに的確に
応えることにより、順調に事業を成長させるこ
とができました。創業当時は人の何倍も働きま

付き合いもその頃から始まりました。そして、

いた時期がありまして、会計人の先生方とのお

会はその後、混乱期に入っていきました。社会

ト事件は当時を象徴するような事件で、日本社

私は㈱リクルート出身なのですが、リクルー

るメンバーが集まり、現在の業容まで発展しま

い続けていまして、そんな考えに賛同してくれ

時代を切り拓く。そんな会社にしたい。」と言

から、「社会のために何かを創造する。新しい

したが、楽しい時代でもありました。私は以前

先生方とお話をさせていただくなかで、会計業
的な闇の部分が加速度的に露になっていったよ

本ＭＳセンターを創業しました。

界に求人情報サービスのニーズがあることを感
した。

うに思います。

会計業界への紹介実績は、おかげさまで国内随

創業時の人材支援事業への取り組みにつ

うまでもありません。諦めず、繰り返し行政へ

一を誇ります。会計事務所への人材紹介は私た

――

想いを訴えかけ続けた結果、ついに認可を頂く

ちの事業のベースとなっていますが、そのほか

その後も、社会のいろいろな側面を目にして

有本

ことが出来ました。当時、史上最年少での認可

事務所に参画いただき、好スタートを切ること

提供したのです。幸い、初年度より多数の会計

務所向けに、会員制の人材支援サービスとして

イベントの開催を始めました。これらを会計事

や会計専門学校のコミュニティ誌の発行、就職

しており、その対象は経理、人事、総務などの

有本

――

当時は大企業が大規模なリストラを敢行

なぜ管理部門に特化したのですか。

介事業を行うことにしました。

決意し、〝管理部門に特化した〟独自の人材紹

認可を頂いたからには、日本一を目指そうと

方が紹介できる人材を抱えているわけではない

られることが少なくありません。しかし、先生

問先からこうした事情について相談を受けてお

ることがあります。会計事務所の先生方は、顧

会社を立ち上げた当時は、まだインター

ネットが普及していない時代でした。その為、
取得だったと思います。

ができました。会計業界を牽引している先生方

管理部門が中心でした。「多くの企業が人員を

ため、大変困っておられたのです。

経済の頂点と、終焉を迎えた時期でもありまし

得なくなるだろう、そう考えていたのです。実

企業は、いずれ即戦力で、その穴を埋めざるを

一度、リストラで人材に穴を空けてしまった

ちに、必ず需要が生じると確信していました。

するんだ」とよく言われましたが、私は近いう

はじめ、人材紹介事業においても、私たちは会

ります。創業時から行ってきた人材支援事業を

けでなく、先生方にも大変喜んでいただいてお

だいています。この取り組みは、顧問先企業だ

だき、先生方の代わりに人材を紹介させていた

そこで、当社が会計事務所と提携させていた

や、自計化の推進に伴い、人材ニーズに直面す

会計事務所の顧問先は、管理部門人材の退職

お応えしています。

の多くが、私たちの事業を評価して下さり、確

減らそうとしている部門の職種に特化してどう

た。創業後数年は、順調に業績を伸ばしていた

際に、１９９５年の後半より、企業は「キャリ

計事務所の皆様のネットワークによって成長さ

その後の事業展開についても教えて下さ

ものの、バブル崩壊の波を受け、人材支援サー

ア採用」をし始めました。それまで新卒採用中

せていただいたと言っても過言ではありません。

有本

い。

ビスのニーズも激減し、当社の業績も厳しいも

心だった企業の採用活動は、大きく変革し、こ

当社が創業した１９９０年代は、バブル

のとなりました。ちょうどその頃、〝人材紹介

の年は「キャリア採用元年」などと呼ばれまし
た。この流れが当社にとって追い風となったの
は言うまでもありません。

当時、人材紹介事業は規制が厳しく、紹介で
きる職種も限られており、新規参入が困難な状

――

日本ＭＳセンターは会計事務所へ、また

況でしたが、人材紹介事業に大きな可能性を感

会計事務所へ向けては有資格者から科目

――

会計業界は人材が定着しにくい業界だと
言われていますが、会計事務所向けの事業に取
合格者まで、幅広い層をご紹介させていただき、 り組んでいてどのように感じておられますか。

有本

その顧問先へも人材紹介をしていますね。
歳です。若い経営者の訴えに、

人材定着の重要性に気づいた事務
所が成長

事業〟との出会いがありました。

――

かな手ごたえを感じることができました。

にも会計事務所の顧問先企業の人材ニーズにも

求人情報などを伝える手段として、求人情報誌

いてお聞かせ下さい。

事務所向けの人材支援事業の提案をしました。

じました。そこで、大手会計専門学校に、会計

同社を設立する前にコンサルティングをして

の時代へ。」というビジョンです。この言葉は、

なり、会計事務所業界へのサービスを開始し、
今日に至っています。

私は社会のために何かを創造したい、変

創業への想い、経営のビジョンについて

――

㈱日本ＭＳセンター創業の経緯からお伺

――
お伺いしたいと思います。
有本

いします。
日本ＭＳセンターは、１９９０年に、人

㈱日本 MS センター代表取締役。1961 年生ま
れ。大学卒業後、1984 年に㈱リクルートに入
社。新卒採用の営業活動で多数の経営トップと
出会い、経営を学ぶ。企業の将来あるべき姿を
明確にし、未来ビジョンの構築と求める人材採
用の提案活動に従事。人材を通じて会社が変わ
り、未来に向かい成長し、躍動していくことを
体感。1990 年、企業と人のより良い出会いを
創造するために、28 歳で日本 MS センターを
設立。専門分野に特化した事業を展開し、同社
を発展させ続けている。

材支援などを事業の柱として設立した企業です。 えていきたいという想いから、１９９０年に日

有本

●有本隆浩（ありもと・たかひろ）

じた私は、認可を得ることを決意しました。当
時、私はまだ

行政がなかなか耳を貸してくれなかったのは言
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中園

会計事務所の業務品質は職員の質に左右

されますから、良い人材があれば欲しいという

す。しかし、「資格さえ取ってしまえば」「どう
せ資格を取るまでの間だから」といった風潮が
ニーズは景況とは関係なく存在します。会計業

人材の定着率という観点でお話をさせて

いただきますと、いわゆる先生業的な従来型の
あるため、人材定着率の問題にも少なからず影

私はある会計専門学校に対して、「資格を取

とでも言いましょうか。

です。資格という魔物に囚われてしまった方々

で実務経験の乏しい人材を生み出しているから

切ですし、専門学校などへの通いやすさも重要

す。勉強をするための時間を確保する配慮も大

がら資格を取れる環境を整備する必要がありま

す。そのような人材を引き留めるには、働きな

優秀な人材は、資格を取ろうと考えるもので

況です。

在は個人事務所での採用も容易になっている状

堅も採用を控えて中小事務所に流れていき、現

材は中堅事務所に流れました。その後さらに中

成功しました。その後、大手は採用を控え、人

大手会計事務所が新人を大量に採用することに

にはさらに多くの人が動きました。その時期に、

ることだけを目的とした教育はするべきではな
です。そのような環境が整備できれば、優秀な

会計事務所のＭ＆Ａをすると、職員さんに離
――

先ほどＭ＆Ａのお話をさせていただきま

このほかにも、Ｍ＆Ａでは

いきたいと考えています。新しい価値を創造し、

変革期に必要とされる企業の支援に取り組んで
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有本

事務所はやはり人材定着率が低いようです。逆
界の求職環境は、景気の善し悪しよりも、その
年の税理士試験合格者数など、業界内における

響していると思います。
――
人 材 の 多 寡 に 左 右 さ れ ま す。 ま た、 会 計 業 界

に、顧客ニーズに合わせたサービスや事業の展
開に力を入れている事務所は定着率が高い傾向
務所は、やはり成功しているようですね。
は、「いまは売り手市場だ」「買い手市場になっ

私たちは創業当時から、職員の資格取得

てきました。今でこそ試験休暇や通学支援も当
例えば、２００５年～２００６年は絶好の売

有本

人材定着の重要性に気づいている会計事

にあります。
とはいえ、人材定着率の問題は、会計事務所

います。会計業界を取り巻く教育環境にも、人
たり前になっていますが、当時はそんな言葉は
り手市場でしたが、それが業界内で噂になり、

た」といった噂（情報）によって人が動く傾向

材定着率を落としている原因があるように感じ
ありませんでした。しかし私たちは、「資格取

を支援する体制の重要性を先生方に啓蒙し続け

ます。と言いますのは、会計専門学校などの教
得の支援は事務所成長の鍵になる」とご説明し、 ２００７年から大量の人材移動が始まり、翌年

の職場環境だけに帰結できるものではないと思

育機関では、税理士資格の取得が最大の目的と
体制構築の輪を広げていったのです。

があります。

して扱われる傾向があり、それが資格取得一筋

い」と提言させていただいた。勉強一筋で資格

た先生方が採用を躊躇しておられるようです。

先の廃業や倒産などが増え、それに不安を感じ

かかわらず、景気が極端に悪化したために顧問

ところが、そのような採用の好機であるにも

人材を採用することができるのです。

将来を見据えた人材採用が事務所
の未来を決める

を取って社会に出たものの、実務経験がないた
めに苦労をする場合が少なくありません。会計
専門学校は、会計事務所で働きながら学べるよ
うな仕組みを重視するべきです。

――

獲得に動けるかどうかが、事務所の今後を左右

しかし、現在のような採用の好機がいつまで続

バラ色かといえば、そうではないことは既に資
会計事務所の人材を巡る状況にも変化はあるの
するだろうと思います。

また、税理士資格を取れば、その後の人生は

格をお持ちの先生方であればご存じでしょう。
でしょうか。

現在は経済情勢が大きく転換しています。 くかは分かりません。この好機に戦略的に人材

有資格者は新たな責任や課題に直面するもので

活 用 し て い ま す。 顧 問 契 約 の 解 除 を 希 望 す る

私たちの強みを生かしたワンストップビジネス

ます。

事 業 の ネ ッ ト ワ ー ク を 活 用 し、
Ｍ＆Ａ事業をスタートさせました。この事業は、 企 業 に は、 J-net
要望にマッチする会計事務所を探してご紹介し

多いからです。そこをご支援するため、当社は

ワンストップで提供するＭ＆Ａサー
ビス
になっています。
――

に付随して発生する問題まで解決するワンスト

つまり、たんなるＭ＆Ａだけではなく、それ

――
い。

職者が出る場合が少なくありません。そうなる

ンをお聞かせください。

新しい価値の創造、新時代の基礎
作りに向けた構想

税理士の先生が約７万人おられるなかで、 これまで実績を積み重ねてきた人材紹介事業や、 なっているのです。

御社のＭ＆Ａ事業の特徴を教えてくださ

も大きな不安要素ですが、会計業界にはこのほ

当社のＭ＆Ａ事業は、Ｍ＆Ａを中心とし、 ップのサービスが、当社のＭ＆Ａ事業の特徴に

今回の景況の悪化は会計事務所にとって

かにも所長先生の高齢化という問題があります。 有本
中園
歳前後という調査もあります。

事 業（ 日 本 Ｍ Ｓ セ ン タ ー が 運 営 す る 全 国
J-net
的な会計事務所ネットワーク）などを有機的に

平均年齢が
有本

組み合わせたものです。

考えています。今後も皆様がお困りの問題に着

と所長先生も苦しい思いをしますし、職を離れ

有本

私たちは会計業界には大変お世話になっ

ていますので、恩返しをしなければならないと

目し、そこをサポートさせていただくつもりで

る職員さんにとっても一大事です。そこで、当

したが、Ｍ＆Ａをする際には、その企業の詳細

日本ＭＳセンターの中・長期的なビジョ

先生方の平均年齢が高くなることが問題なの

社では辞めていく職員さんを人材紹介事業でサ

状況を把握しなければなりません。私は、ここ

す。

は、事務所の跡継ぎがいらっしゃらない場合が

ポートしています。Ｍ＆Ａを

に大きな可能性があると考えています。
これは私が創業以来、思い描いていた取り組

顧問先の離脱が問題になるこ

新しい時代へステップアップするためのきっか

みの最終章とも言えるのですが、これからの大

とが多く、先生方が心を痛め

世の中には、未来に向けてイニシアティブを

け作りをしたいのです。
生方をご支援するため、当社

眠っています。そういう企業や技術を見つけ出

握るべき企業や、有効な技術が日の目を見ずに

事業という全国規模
は J-net
の会計事務所ネットワークを

ておられます。そのような先

ん安心されます。

体制をご説明すると、たいへ

する所長先生に、当社の支援

中園隼人氏
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りまして、実現可能な環境が出来上がりつつあ
ります。また、規制が強く事業を興しにくい日

最後になりますが、読者の皆様にメッセ

ることはありません。
――

有本

当社は会計事務所の人材支援だけでなく、

本のマーケットの外に目を向け、中国やインド、 ージをお願いいたします。
ベトナムなどの成長市場に対する取り組みもス

顧問先の人材支援や顧問先自体のご紹介など、

先生方にとって使い勝手の良いサービスを提供

タートさせています。
本格的な展開が楽しみですね。

何らかのご支援はかならずできると思います。

――

可欠なのが会計事務所の先生方の存在です。先

また、私たちが次の時代に向けて取り組んで

させていただいていると自負しています。事務

生方のネットワークなしには成り立たない事業

いる企業発掘の事業には、時代の閉塞感を打ち

私たちは、この取り組みを「新しい時代

だと思っています。その一方で、私たちの構想

破り、日本経済を発展させるソースが詰まって

有本

をお話しすると、顧問先企業の成長につながる

います。構想にご賛同いただけるのでしたら、

所経営においてお困りのことがありましたら、

可能性があるということで、先生方にもたいへ

ぜひ当社のネットワークに参加してください。

を作る仕事」だと考えています。ここに必要不

んご評価いただいています。

本日はたいへん貴重なお話をいただきま

して、ありがとうございました。日本ＭＳセン

――
取り組みを、当社の次のステージの事業として

ターの取り組みに期待しています。

今お話しした眠れる企業・技術を見つけ出す

考えています。この取り組みが新しい時代の礎
になり、また旧弊を打破するきっかけともなる

し、支援していきたいのです。これはかなり大

その一方で優秀な若手の先生がたくさん輩出さ

中園

ことを期待しています。

きな事業になりますので、他の企業ともプロジ

れています。そういった方々とのネットワーク

ンが実現できると思います。

会計業界には高齢化の問題もありますが、

ェクトを組み、価値ある企業を世の中に送り出

を作っていくことで、新しい時代を作るビジョ

この構想はどこまで進展しているのです

すための活動をしていくことになります。
――

実際、会計人の皆様は中堅・中小企業を支え
る存在として、長く日本経済の発展に貢献して

か。
有本

こられました。これからもその存在価値が変わ

企業支援のためのファンドを大手ベンチ
ャーキャピタルに提言し、賛同をいただいてお
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