INTERVIEW

専門家同士の高度な連携で躍進する
虎ノ門LLPの経営理念
虎ノ門LLP 代表 公認会計士・税理士・不動産鑑定士補 中島丈晴
株式会社MS-Japan マネージャー 中園隼人
虎ノ門 LLP（東京都港区）は、公認会計士、弁護
士、税理士、不動産鑑定士などで構成される専門
家集団である。LLP の結成において中核的な役割
を担った中島丈晴氏（写真左）は不動産会社勤務
というユニークな経歴を持っており、そこで培っ
た人とのつながりを生かして独立、事務所経営を
軌道に乗せてきた。人とのつながりを大切にする
中島氏は働く幸せを感じられる事務所作りに心を
砕いており、それが所内の士気を高め、成果にも
つながっている。同氏の取り組みは所内だけでな
く広く社会にも向かっており、東日本大震災の被
災地復興支援事業など、さまざまな具体的活動と
して現れている。発展と幸せを両立させる理想の
事務所づくりについて、中島氏にお話を伺った。
また、会計事務所向けに人材紹介事業を展開する
株式会社 MS-Japan の中園隼人氏（同右）から
も、人材のプロの観点から虎ノ門 LLP が発展して
いる理由をお聞きした。
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も運よく合格しまして︑それを機に監査法人へ

公認会計士の資格取得を目指しました︒こちら

務所をスタートさせることができました︒

を間借りさせてくれたおかげで︑スムーズに事

監査法人では不動産会社出身という特殊な経

らのスタートで︑４ヶ月ほどは仕事がないまま

かったですね︒お客様がひとりもいない状態か

ただ︑１件目の仕事を頂くまでの期間はつら

歴を評価され︑不動産関連の案件や評価といっ

でした︒そんななか︑先輩方が知り合いを紹介

転職しました︒

︱︱

た仕事を担当しました︒会計監査だけでなく︑

してくださり︑ようやくある不動産会社さんか

努力と人脈、そして豊富な経験を
生かして独立開業

をお聞かせください︒

さまざまな仕事に携われたことは︑私にとって

ら監査の仕事を頂くことができた︒これがひと

私は大学時代に軟式野球部に所属してい

中島

貴重な経験となりました︒

当時︑都市開発や街づくりなどに興味を持っ

門会計を設立︑さらに同年９月には税理士事務

会計コンサルティング会社として株式会社虎ノ

り︑次の仕事をくださったり︑知り合いの方を

そのお客様が私の仕事内容を評価してくださ

つのターニングポイントでした︒

ていたことから︑不動産鑑定士第二次試験に挑

紹介してくださったりしたのです︒そうやって

事務所ではなく不動産会社に就職しました︒そ

企業への就職を希望していたので︑不動産鑑定

税務業務や監査業務を行っていたのですが︑次

事務所を開業しました︒そこではおもに個人で

とにかく一つひとつの仕事を懸命にこなして

開発や営業︑鑑定を担当しました︒ところが︑

織的に行う体制を整えました︒そして︑翌年の

月に税理士法人虎ノ門会計を設立し︑税務も組

︱︱

のように認識しています︒

の経営を軌道に乗せる原動力となったようです

中島先生の人脈や︑独自の経験が事務所

経済環境の悪化が原因で会社自体が不動産開発

年には監査部門を法人化︑虎ノ門有限責

せなかったため︑入社１年で退職しました︒そ

中島

況でしたか︒

業ということですが︑開業当初はどのような状

︱︱

会常識を身につけられたことは︑特に大きな収

中島

ね︒

の後︑不動産鑑定士受験勉強時代の友人の紹介

れていたと思います︒監査法人時代の友人など︑ そのため︑電話応対といった基本的なビジネス

任監査法人を設立しました︒

で不動産鑑定事務所に入所させていただき︑実

マナーを学ぶ機会がないまま開業される方も意

般企業を経験している方は少ないと思います︒

穫だったと思っています︒会計士のなかで︑一

経験ということで言えば︑一般企業で社

務経験を積みながら不動産鑑定士補の資格を取

同じ志を持つ仲間がいたからこそ︑独立に踏み

外と多いのです︒学生から監査法人へ入社する

さまざまな経験を積まれた後の事務所開

得しました︒

切れたと思います︒独立当初も︑不動産会社時

ケースもありますが︑監査法人には社会常識を

振り返れば︑私はつくづく出会いに恵ま

しかし︑不動産鑑定士の資格だけでは︑就職

代の先輩で︑既に独立されている方がオフィス

ことになってしまいました︒

平成
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から撤退することになり︑別の部署に異動する

こでは志望どおりに不動産開発部門に配属され︑ 第に税務の案件が増えてきたため︑平成

いくなかで︑事務所が軌道に乗っていった︑そ

徐々に仕事が増えていきました︒

所を︑翌年 月には虎ノ門会計公認会計士共同

に独立を目指せる資格を取ろうと考えました︒

その後︑平成 年６月に監査法人を退職し︑

たのですが︑部活動と勉強を両立でき︑将来的

中島先生が虎ノ門ＬＬＰを設立した経緯

虎ノ門LLPの代表を務める中島先生と渋佐寿彦先生（中央）、佐々木健一先生（右）

戦しました︒試験には合格したのですが︑一般

18

年８

5

するにしても独立するにしても厳しいと思い︑

そこでの仕事にどうしてもやりがいを見いだ
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教えるような土壌がありませんから︑後になっ
仕事の幅が広がるにつれ︑お客様のニーズもさ
中島

不動産関係のお客様を中心に基盤を作り︑

た︒その好循環ができてきたことが大きかった

積み上げてきた信頼関係から︑不動産分野以外

と思います︒そして︑一つひとつの案件に対し

らに広がり︑会計の専門家だけでは対応でしき

何とかお客様の不便を解消できないものかと

真摯に向き合ってきた︒これに尽きるのではな

開業当時は不動産ファンドが活況を呈していた

中島

とつになるという大きなメリットがあります︒

意味があります︒お客様にとっても︑窓口がひ

ってしまいます︒一緒に組織を構成することに

します︒

︱︱

私の考えの根元は︑﹁社会に幸せの輪を

を預けているわけですから︑雇用側には社員全

中島
お力をお借りしています︒

め︑ 人 材 紹 介 会 社 の 株 式 会 社

さ ん の 場 合 は︑ 責 任 を
と こ ろ が︑ MS-Japan
負う必要がない点︑つまりその人材が会社に合

会社が責任を負うものではありません︒

いており︑大変感謝しています︒

ばよい結果は出せません︒その意味では︑ MS-

そ︑紹介会社と私たちとの関係も密にしなけれ
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て苦労する場合もあるのです︒

のイロハをたたき込まれたおかげで︑ビジネス
考えていたところ︑監査法人時代の友人が弁護

いでしょうか︒紹介がメインで顧客拡大を実現

のお客様も紹介していただけるようになりまし

マナーの基本を身につけることができました︒
士になったものですから︑その友人の知り合い

してきたことがその証左だと思います︒士業事

れなくなってきました︒

お客様と接していると︑そんなところを認めて
の弁護士も巻き込んで︑弁護士との連携体制を

務所の発展は人とのつながりに左右されます︒

私は短い期間でしたが︑不動産会社で社会人

を積ませてくださった不動産会社の先輩方には︑ 構築することにしました︒しかもそれは︑一般

くださる場合が多いのです︒貴重な会社員経験

に言う﹁提携﹂ではなく︑共通のブランドと同
その意味では︑素晴らしい仲間や人材に恵まれ

今でも大変感謝しています︒
じコーポレートマークを使った有限責任事業組
たことが最大の勝因と言えるでしょう︒

独立からわずか３年でＬＬＰを創設

こともあり︑不動産会社を中心にお客様が広が
その後︑私たちはさらに不動産鑑定士︑行政
広げたい﹂ということです︒お客様のお役に立

との連携で質の高い組
MS-Japan
織作り

︶という形
合︵ Limited Liability Partnership
での連携です︒
︱︱ ﹁虎ノ門ＬＬＰ﹂の誕生ですね︒

中島先生の事務所は開業から数年で大き

︱︱
中島

っていきました︒それに伴い︑会計士や税理士
書士などとの連携も実現しました︒お互いに仲
つところからスタートしましたが︑人が増える

はい︒通常の提携ではただの紹介に終わ

く成長していますね︒

の仲間と︑一緒に働くようになりました︒する
間として︑損得勘定なく︑資格の垣根を越えて
につれ︑お客様によいサービスを提供するには︑

私が不動産会社出身ということ︑また︑

と︑同じ会計士や税理士でもそれぞれ得意分野
相談し合い︑お客様のニーズに応えていく︒そ
社員の幸せが大前提だということに気づきまし

虎ノ門ＬＬＰの経営理念についてお伺い

が違うため︑自然と仕事の幅が広がっていきま
のような体制が整っているのは︑当グループの
た︒

中島

した︒
大きな強みだと思っています︒現在は虎ノ門Ｌ

そこで︑お客様の多様なニーズに対応するた

ですから︑経営理念は︑社員とその家族︑そ

す︒

そして︑幸せの輪を広げ︑社会に還元すること︒

名程度の組織になっていま

計︶︑税務︵税理士法人虎ノ門会計︶︑監査︵虎
︱︱

それが最終的な目標となります︒

ＬＰ全体で常勤が

ノ門有限責任監査法人︶の３つを柱とした会計
た要因は何でしょうか︒

ろでお話を進めさせていただいています︒

め︑会計コンサルティング︵株式会社虎ノ門会

専門家組織を構成しました︒しかし︑それでも

ましたので︑そのなかから私と志を共有できそ

一般に︑人材紹介ビジネスでは︑人材紹介が

員を幸せにする義務があり︑その責任は重大で

の当社担当である中園さん
実 は︑ MS-Japan
とは︑私の友人を介してご縁がありました︒実

して私たちが関与するお客様を幸せにすること︒

︱︱
うな方に声をかけていきました︒その一方で︑

完結すればビジネスとして成立するので︑紹介

す︒また︑社員の満足がお客様に最高のサービ

際にお会いしてお話をさせていただいたところ︑ うかどうかまでを親身になって考えてください

昨今の厳しい経済環境下で伸びてこられ

すが︑先生のお考えをすこし詳しくお聞かせく

税務の人材に関してはあまりご縁がなかったた

した人材がその会社に合うかどうかまでは紹介

スを提供するための前提になりますから︑人を

当グループの経営理念に理解を示していただけ

人材はどのようにして集められたのです

に は︑ ど の よ う な 依 頼 を さ れ
︱︱
MS-Japan
ているのですか︒

人の問題はとてもデリケートです︒だからこ

ます︒

疎かにしていたら組織は継続できないと思いま

たのです︒理念に合った人材を紹介していただ

まず経営陣ですが︑こちらはお互いが信

か︒
中島

中島先生に︑当社のことをビジネスパー

す︒このような事務所様と一緒に仕事をさせて

人の力で組織を大きくしている事務所もありま

方で︑虎ノ門ＬＬＰ様のように人を大事にして︑

感じざるをえない事務所様もあります︒その一

つかのパターンがあり︑正直申し上げて疑問を

会計事務所様の人材に対する考え方にはいく

す︒

は大変に光栄なことで︑本当にうれしく思いま

トナーとおっしゃっていただきましたが︑これ

中園

なっていかがですか︒

の中園さんにもご同席
︱︱ 本 日 は MS-Japan
いただいています︒中島先生のお話をお聞きに

さんは当グループのビジネスパートナー
Japan
と言えます︒
中島

当グループの理念と人材に求めるスキル

頼関係で結ばれていることが特に重要です︒幸

をお伝えし︑条件に一致する人材が現れたとこ

虎ノ門有限責任事業組合代表。株式会社虎
ノ門会計代表取締役社長。税理士法人虎ノ
門会計代表社員。公認会計士・税理士・不
動 産 鑑 定 士 補・ 行 政 書 士。 昭 和50年 生 ま
れ。立教大学経済学部卒。特定非営利活動
法人（NPO法人）ミレニアム・プロミス・
ジャパンの監事に就任するなど、NPO法人
の支援にも注力している。趣味の野球では
会計士協会の大会で優勝するほどの実力を
持つ。

︱︱

す︒

人は会社の財産です︒社員は組織に生活

中島先生は﹁人﹂を大切にしておられま

ださい︒

さんの
MS-Japan

20

い︑私の人脈に優秀な会計の専門家が何人もい

■中島丈晴（なかじま・たけはる）
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など︑ためらいなく情報を提供させていただく

しているだけでなく︑グループ全体で高度な業

また︑虎ノ門ＬＬＰ様の場合︑人材を大切に

います︒どこまでできるかは分かりませんが︑

そこで︑私たちは支援サイトを立ち上げ︑寄付

るほど赤字がかさむという状況にありました︒

避難が呼びかけられていたため︑供給すればす

第一原発の屋内退避指示区域に指定され︑自主

被害に加え︑その供給地域のほとんどは︑福島

の供給を止められないのです︒しかし︑津波の

社で︑地域のインフラを担っていたため︑ガス

︱︱

私たちに一番縁のある地域は南相馬市お

東北社はどこに置かれるのですか︒

しています︒

かで完結した経済循環を創出することを目的と

せていただきます︒これにより︑東北地方のな

作業の東北社へのアウトソースを前提に受託さ

意しています︒月次作業がある場合には︑月次

サービス﹂として︑特別料金でのパックをご用

きずにお困りのお客様に関しては︑﹁復興支援

東北の企業で︑今回の震災により決算等がで

が増えてきたので︑人材の登用も視野に入れな

いと思っています︒税理士法人では相続の相談

身の丈に合った成長を続けていければそれでい

でに培ってきたノウハウと知識・経験を基盤に︑

う思いはありません︒企業体としては︑これま

私としては︑規模的な面だけを追求しようとい

それが虎ノ門ＬＬＰの一番の目的になります︒

中島

の展開についてお聞かせください︒
とにかく︑働く人たちが幸せになること︒

として活動していきたいと思います︒そのため

︱︱

規に税務顧問を担当させていただくお客様にご

んが︑赤字では継続は困難です︒当社には東北

もちろん︑ここで儲けようとは考えていませ
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務に取り組んでいることもポイントです︒グル
ープ内に監査法人を擁しているので上場企業と
のつながりもありますし︑不動産分野にも強い
ので︑税務でも資産税などの高付加価値案件の
比率が高くなっています︒高度な業務を扱って
いる事務所には優秀な人材が興味を持ちますか
ら︑その意味でも最適な人材をご紹介しやすい

紹介しがいのある会計事務所ということ

のです︒
︱︱

そうですね︒紹介希望の方にも︑噓偽り

ですね︒
中園
なくこの事務所はお勧めしますと言えます︒虎
ノ門ＬＬＰ様は中島先生をはじめ︑皆様お若い
ですから︑組織が発展する場面に立ち会えると
いう魅力もあります︒これは安定志向の方にと
っては迷う点になるかもしれませんが︑チャレ
ンジ精神旺盛な方にとってはかなり惹かれる事
務所様ではないかと思います︒

︱︱

東日本大震災の発生を受けて東北
支援プロジェクトを展開

マッチングに必要な情報交換が十分にできます

の発生を受けて︑虎ノ門ＬＬＰでは東北地方の

ことができます︒そのようなベースがあると︑

虎ノ門ＬＬＰ様は︑﹁人を幸せにすることが
ので︑人材紹介が成功につながる可能性が高く

支援プロジェクトを立ち上げたそうですね︒

話は変わりますが︑先日の東日本大震災

組織の成長につながる﹂ということを十分理解
なります︒

人材の相性も含め︑スキル面やマーケット情報

しました︒記帳業務に関する報酬の全額を東北

何もしないよりはよいと考え︑取り組んでいき

これは津波で甚大な被害を受けた南相馬

市および相馬市にあるお客様を支援しようと思
社へ支払うことで︑雇用創出の原資とするつも

たいと思っています︒

を募らせていただきました︒この活動がきっか

中島

がら︑資産税分野のさらなる拡充に注力してい

私たちはサービス業ですから︑その点を忘れ

︱︱

ずに︑最高のサービスを提供できる専門家集団

として行うわけですね︒

さ
に も 人 材 は 重 要 で す か ら︑ 今 後 も MS-Japan
んのお力添えを頂きながら︑堅実な組織作りを
はい︒私たちは営利企業だという大前提

長続きしないのでは意味がありません︒継続的

いました︒皆様のご発展を祈念しています︒

がありますし︑単なるボランティアのみで行い︑ していきたいと思っています︒

中島

ボランティアではなく︑あくまでも事業

最後になりますが︑虎ノ門ＬＬＰの今後

けになり︑当グループでの支援活動が本格化し

よび相馬市なので︑相馬地域を中心に活動して

こうと考えているところです︒

東北プロジェクト﹄﹂を立ち

︱︱

会社としてさらに被災地のお役に立つことを

いくのがよいと思っています︒ただ︑事業とし

ました︒

しようと考えた末︑雇用の創出に協力させてい

﹃がんばろう！

プロジェクトの具体的な中身についてお

上げました︒
︱︱

な支援をしていくためにも︑資金が回る仕組み

希望を伺ったうえで︑記帳業務を東北社にアウ

出身者が多いこともあり︑ご縁があると思って

本日はお忙しいところをありがとうござ

中島

を作らなければなりません︒

トソースすることを提案させていただくことに

東北支援をしたいと考えている企業はか

なりあるのではないかと思います︒そこで︑新

聞かせください︒

構えることになるでしょう︒

て軌道に乗った暁には︑おそらく仙台に本拠を

った４月

日に︑株式会社虎ノ門会計東北︵東

ただくことになったのです︒震災から１ヶ月経

そのお客様は地域に１社しかない都市ガス会

ったところから始まりました︒
りです︒

中島

されています︒ですから私たちも︑ご紹介する

を感じます︒

いただけると︑私たちとしても大変にやりがい

明るく整然とした虎ノ門LLPのオフィス

北社︶を設立し︑﹁虎ノ門会計グループによる
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