
知的資産経営報告書

２０１６年９月版
税理士法人 メイト会計事務所



目 次

１．ご挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

２．経営理念・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

３．事業概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３

４．顧客環境・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

５．当事務所の強み・優位性（知的資産）・・・・・・・・・・・・・６
（１）多彩な人材の存在（人的資産）
（２）様々な相談に対応できる体制がある。（構造資産）
（３）多方面の専門知識を持ったグループ事務所が多く、

対応可能な業務範囲が広い。（関係資産）

６．これからの事業展開・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
（１）クロスＳＷＯＴ分析
（２）将来の経営戦略

（３）ＫＰＩ（重要業績評価指標）

７．知的資産活用マップと価値創造ストーリー・・・・・・・・・９
（１）知的資産活用マップ（将来の経営戦略を達成するための）
（２）価値創造ストーリー

８．事務所概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１

９．あとがき・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２

<知的資産経営報告書とは？＞

知的資産とは、バランスシートに記載されていな
い無形資産のことです。その知的資産を活用した
企業価値向上に向けた活動を、目に見える形で
解り易く伝えるために作成した書類です。
（詳細は、「９．あとがき」 に記載しています）

＜表紙写真の説明＞

メイト会計事務所の英文表記
ＭＡＴＥＡｃｃｏｕｎｔａｎｓ Group
Inc．のＭＡＴＥを図案化したも
のです。
当事務所のロゴマークです。



１．ご挨拶

２０１６年９月

代表税理士 三木 康彦

－１－

知的資産経営報告書の作成にあたり一言ご挨拶申し上げます。

当報告書は、当事務所の強み・弱みや今後の方向性につきまして、既存顧客の方や
今後顧客になって頂く方々に知って頂き、共に協力しながらお互いに発展していきたい
という目的・想いで作成いたしました。
一読して頂き、皆様の忌憚のないご意見・感想をお聞かせください。

さてメイト会計事務所も開業以来40数年を経て、それなりに成長してきたと自負して
おります。

人生を豊かなものとしてくれる出会いは、活動分野ごとにユニークに展開してゆくの
でしょうが、会計に携わる我々アカウンタントが連携し、信頼する仲間のグループとして
結ばれ、顧客の経済活動を協働して支えることに、人生の意義を見出したいと思ってい
ます。

一方、変化の中にある企業環境は、益々複雑化し、企業のリーダーには、強力なサ
ポーターが必要となります。

M&A等のイレギュラーなマネジメント事案、高まる業務的及び会計的監査の必要性、
年々のごとく改正される税法、進歩し続ける事務処理など、対処すべき事柄が多くあり
ます。

進むべき方向の途中にいても、迷いが生じたり、再考する場が必要となります。私達
グループは、信頼のおける「メイト」として、経営者に寄り添い、共に考え、諮問に応える
善き助言者でありたいと考えております。
「メイト」は『迷途考房』でありたいと願っております。



２．経営理念

（１）経営理念

（２）行動指針

この行動指針は、２０１０年の法人化前に構成員４名で法人化後の行動指針として、

遵守しようと話し合って決めたものです。

1．常に顧客を第一に考え、最善を尽くす。
２．お互いに信頼し、助け合う。
３．常に勉強し、成長する。
４．楽しく、興味を持って仕事をする。

－２－

１．税理士法第1条（※下記）に規定する税理士の使命を全うする。
２．顧客の発展に寄与するため、
変化する環境・顧客のニーズにチーム力を持って、的確に対応する。

３．顧客のブレーンとして、継続的、安定的にサポートし、
誠実に対応することにより顧客との信頼関係を高める。

４．メイトグループの関係はもとより、顧客とも友人となって、
共に成長する。

税理士の使命
第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、

申告納税制度の理念に沿って、納税義務者の信頼に応え、税務に関する
法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
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（１）事務所の沿革とこれまでの事業展開

期
間

年 度 出 来 事 知的資産との関係

創

業

期
１９７３年～

１９７３年 弁護士・税理士でもあった
国会議員の総合事務所の会計部門
が独立し、大阪市北浜にて三木税理
士事務所を開設した。

（某銀行の顧客に対する税務を主体
とした相談事を引受け、大いに鍛え
られた。）

・伝票発行から元帳作成等の基
本的な経理を手伝うところから
出発し、税務・企業評価の
知識を獲得した。

成

長

期

１９９０年～

１９９０年 事務所を大阪府豊中市の
千里中央に移転した際、メイトアカウ
ンタンツグループを結成した。
（記帳請負から記帳指導へ移行した。
記帳業務を積極的に請け負ってい
たところ、経営のためには最新の経
理情報を把握すべきとの観点から、
事業者自らが、記帳し財務諸表を
活用するための記帳指導に力点を
移した。）

・顧客に対する責任体制が整い、
相互チェックによる正確かつ
自信を持ったよりレベルの
高い業務ができるようになった。

・この頃よりメイトアカウンタンツ
グループの連携・協働が本格
化した。

・後継に悩むことなく、顧客への
多様なサービスを提供できる
ようになった。

２０１０年～

２０１０年 税理士法人メイト会計事務
所として法人成りした。

－３－

３．事業概要

＜メイト会計事務所の正面外観＞



３．事業概要

（２）事業内容

－４－

税理士法人メイト会計事務所は、MATE Accountants Ｇroup Ｉｎｃ． と英文表記します。
MATEは友人・仲間という意味ですが、それぞれのアルファベットは次のような意味を持っています。

サービス業務 仕事内容

M
マネジメント

経営分析・方針決定・Ｍ＆Ａ・事業承継・創業支援・業績評価
・組織再編・投資計画

Management

A
監査

巡回監査・不明な会計処理の解明・決算書表現の指導等の
決算サポート・内部牽制等

Auditing

T
税務申告

確定申告(法人・個人)・相続税シミュレーション・相続対策・
相続税申告・償却資産税申告

Tax  Report

E
情報処理

記帳自計化支援・情報処理の効率化支援・減価償却計算・
給与計算Electronic  Data  

Processing  System

それぞれのアルファベット４文字は、並べる順序があります。
先頭に立つのはMであり、顧客のマネジメントをサポートすることを第一に考えています。

Ｍ 経営の意思決定を支える。

Ａ 決算書ができる過程を監査することにより、決算の正確さが担保される。

Ｔ 税制に対応した節税を考慮し、税務申告を調える。

Ｅ 事業の経済活動を複式簿記の観点で捉え、自社で決算書を作成できるよう指導する。



４．顧客環境

－５－

総務省が公表した「平成２６年経済センサス-基礎調査」のデータによると、国内の事業者は２０
１２年から２０１４年までの２年間で約４万事業者減少しています。長期的に見ると、図１のとおり１９
８６年から２０１４年までの２８年間で１５３万事業者減少しています。
税法は毎年改正があり、年々複雑化し、会社法改正、マイナンバー制度導入等で業務の範囲が

多様化・高度化しており、社会の変革のスピードも加速化しています。

一方、税理士登録者数は図２のとおり増加しており、顧客獲得競争は激化しています。
また、税理士に対するニーズも「税金に関する業務」だけではなく、「経営戦略、Ｍ＆Ａ、事業承継」
等の全社的高度な相談業務の比重が大きくなっています。

これらに対応するには、専門的知識と経験はもちろんのこと、公認会計士、弁護士、司法書士、
社会保険労務士、不動産鑑定士、中小企業診断士等との連携が必要不可欠となっています。
当事務所は、プロジェクト内容にフィットする専門的ノウハウをもった税理士・公認会計士等と

グループを組み、他の専門家とも提携し、目まぐるしく変化する社会の中で奮闘される顧問先様
の力強い味方として、真摯にサポートしていく所存です。
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図１ 事業者数の推移
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（１）顧客環境

（３）当事務所の取り組み

（２）業界環境



５．当事務所の強み・優位性（知的資産）

－６－

創業以来４０数年間、お客様に寄り添い税務関係のサポートを主にお客様からの多様な相談に真摯
に対応してきました。その間に蓄積されました当事務所の主な強みは次の３項目です。

人的資産 従業員が退職時に一緒に持ち出す資産

例） イノベーション能力、想像力、ノウハウ、経験、柔軟性、学習能力、モチベーション等

構造資産 従業員の退職時に企業内に残留する資産

例） 組織の柔軟性、データベース、文化、システム、手続き、文書サービス等

関係資産 企業の対外的関係に付随したすべての資産

例） イメージ、顧客ロイヤリティ、顧客満足度、供給業者との関係、金融機関への交渉力等

知
的
資
産
の
３
分
類

（１）多彩な人材の存在（人的資産）

（２）様々な相談に対応できる体制がある。（構造資産）

（３）多方面の専門知識を持ったグループ事務所が多く、
対応可能な業務範囲が広い。（関係資産）

当事務所には３名の税理士が在籍し、税理士としての業務経験が平
均２０数年というベテラン揃いです。在籍税理士は、税理士業務の他に
次のように多彩な活動や知見があり、多様な業務に活かされています。
・所長税理士：関西学院大学の同窓会の要職（本部常任理事・関学会
計人会・関学経済人交流会等）・ボーイスカウト日本連盟の要職にも
つき、活発に活動し人脈が豊冨です。
・Ａ税理士 ：中小企業診断士としても活動し、経営全般を見る視点を
持っています。
・Ｂ税理士 ：法律事務所にも勤務し（兼務）、法律関係の幅広い知見を
持っています。

顧客の多様な相談に可能な限り対応するという方針のもと、真摯に且つ親身になって対応してきまし
た。このことが、顧客から信頼を頂いている要因の一つと考えています。今後もこの方針は堅持するつ
もりです。

相談内容としましては、決算申告業務の他に、創業支援・相続税務・Ｍ＆Ａ仲介・銀行や証券会社の
顧客に税務の視点からのアドバイス・経営分析等々多岐にわたって、多彩な人材が対応してきましたし
対応できる体制ができています。
（相続税申告専用の市販ソフト・Ｍ＆Ａサポートの自前ソフト等保有）

１９８０年頃から大学同窓の会計人を主体に連携する会計事務所が自然発生的に生まれてきました
が、現在では同窓生以外にもグループの輪が広がっています。このメイト会計グループでは、情報交換
だけでなく、お互いの専門分野を補完し合い多様な顧客ニーズに対応しています。

例えばある顧客には会計全般・法人税・資産税・診断業務を専門とする４名でチームを組んで関与して
います。
グループ事務所構成は次のようになっています。
・事務所数 ：事務所６
・合計構成要員：税理士兼公認会計士３名、税理士５名

＜事務所員全員そろって執務中＞

以下に強みの概要を述べます。
また知的資産の３分類について、当ページ下部に記載します。



６．これからの事業展開

（１）クロスＳＷＯＴ分析
①クロスＳＷＯＴ分析より導き出される戦略Ⅰ～Ⅳ

【 クロスＳＷＯＴ分析 】

②戦略Ⅰ～Ⅳより導き出される将来戦略

≪強 み：Ｓ≫ ≪弱 み：Ｗ≫

【人的資産】
①知識・経験が豊富な人材多い
②全員が勉強熱心
③所長が多様な人脈を持っており,営業力が強
い

④法律事務所勤務者（兼務）がおり、法律関
係に強い

⑤中小企業診断士有資格者がおり、経営全般
を見る視点がある

【構造資産】
⑥通常の業務以外に顧客の将来に対する助言
を行う。

⑦スタッフ間で助け合う社風がある。
⑧様々な相談に対応できる体制がある。
（知識・経験豊富）
⑨長年の積重ねによるノウハウの蓄積がある
【関係資産】
⑩長年の優良な顧客多い。また信頼も厚いと
思う。

⑪多方面の専門的知識を持ったグループ事務
所多く、対応可能業務広い

【その他】･･･有形資産等
⑫事務所立地がよく移動が便利

【人的資産】
①スタッフの高齢化
【構造資産】
②仕事に波があり、繁忙期
（確定申告期・5月申告期）
にはスタッフに無理がかか
る。また、同時期には時間
的余裕なく、丁寧な対応が
できない場合がある。

（繁忙期には人材派遣受け入
れを計画中）

③顧客に対する情報の共有化
が不足しているため、担当
者不在の場合は顧客の要望
にすぐに対応できない。

（顧客情報の電子化を計画
中）

④報告・連絡・相談が徹底で
きていない

⑤クラウドに対応できていな
い

【関係資産】
【その他】･･･有形資産等

≪

機

会
：
Ｏ≫

【マクロ環境】
㋑Ｍ＆Ａ増加傾向
㋺業務のアウトソーシング傾向
【ミクロ環境】
㋩相続税法改正による顧客の増加
㊁顧客ニーズの多様化・高度化（事業
承継・Ｍ＆Ａ等）による相談案件の
増加

㋭銀行・証券会社の顧客に税務の視
点からのアドバイスを求められる
機会の増加

㋬他士業（弁護士・司法書士・社労
士・不動産鑑定士等）との連携の
機会の増加

強みを活かし、機会をものにする戦略
（方法）・・・・・・・・・・・・・・・・・・戦略Ⅰ

≪

脅

威
：
Ｔ≫

【マクロ環境】
㋑少子・高齢化人口減少社会
㋺法人数・個人事業者数減少傾向
【ミクロ環境】
㋩税制複雑化による損害賠償リスク
の増大

㊁税理士増加により業界全体が飽和
状態。また若手事務所の報酬ダン
ピング

㋭富裕顧客の大手税理士法人への
移行

－７－

強みを活かし、脅威の影響を受けな
いようにする戦略（方法）・・・戦略Ⅱ

（１）豊富な知識と人脈・蓄積されたノウハウを
活かし、個人向け相続税案件の獲得
（①，③，⑨×㋩）

（２）豊富な知識と人脈・専門知識を持ったグ
ループ企業の存在を活かし、顧客ニーズ
の多様化・高度化（事業承継・Ｍ＆Ａ等）
に関連した法人向け提案業務の拡大
（①，⑪×㋬、㋥）

弱みを克服し、脅威の影響を
受けないようにする戦略（方
法）・・・・・・・・・・・・・戦略Ⅳ

弱みを克服し、機会を逃さない
ようにする戦略（方法）・戦略Ⅲ

（イ）豊富な知識と人脈・蓄積されたノウハウを活かし、個人向け相続税案件の獲得
（ロ）豊富な知識と人脈・専門知識を持ったグループ事務所の存在を活かし、顧客ニーズの多様化・高度

化（事業承継・Ｍ＆Ａ等）に関連した法人向け提案業務の拡大
（ハ）顧客との信頼関係の維持・構築に努め、報酬ダンピング競争には参入しない。

内部環境

外部環境

（１）顧客との信頼関係の維持・構築に努め、
報酬ダンピング競争には参入しない。
（⑥，⑩×㋥）

（１）業務閑散期（非決算月前後）
を活用して、業務の多様化・
高度化に関連した法人向け
提案業務に尽力
（②×㋥）



６．これからの事業展開

（２）将来の経営戦略

①将来の経営戦略
経営理念・経営者の想い及び前頁の経営戦略を総合して、将来の経営戦略を次のように決定し
た。

（イ）豊富な知識と人脈・蓄積されたノウハウを活かし、個人向け相続税案件の獲得
（ロ）豊富な知識と人脈・専門知識を持ったグループ事務所の存在を活かし、顧客ニーズの多様化・

高度化（事業承継・Ｍ＆Ａ等）に関連した法人向け提案業務の拡大

－８－

所長の想い

【将来の経営戦略】

②将来の経営戦略を実現するための
重要成功要因

◆相続案件獲得

◆法人向け提案の拡大
（特に事業承継関係重点）

◆新規法人顧客の獲得

③重要成功要因を達成するために
獲得・補強すべき主な知的資産

◆相続業務知識の拡充
（研修の充実（セミナー等の活用））

◆相続相談の多い銀行や証券会社との連携強化
◆提案業務知識の拡充
（研修の充実（セミナー等の活用））

◆グループ事務所との連携強化（共同提案の実施等）
◆ （法人向け提案実施等により）

・信頼のおける「メイト」として、
経営者に寄り添い、共に考え、

諮問に応える善き助言者でありたい。
・法人業務に力を入れたい。

１．税理士法第1条（※下記）に規定する税理士の
使命を全うする。

２．顧客の発展に寄与するため、
変化する環境・顧客のニーズにチーム力を持って、的確に対応する。
３．顧客のブレーンとして、継続的、安定的にサポートし、
誠実に対応することにより顧客との信頼関係を高める。
４．メイトグループの関係はもとより、顧客とも友人となって、
共に成長する。

（イ）豊富な知識と人脈・蓄積された
ノウハウを活かし、個人向け相続税案件
の獲得
（ロ）豊富な知識と人脈・専門知識を持ったグル
ープ事務所の存在を活かし、顧客ニーズの多様化・
高度化（事業承継・Ｍ＆Ａ等）に関連した法人向け

提案業務の拡大
（ハ）顧客との信頼関係の維持・構築に努め、

報酬ダンピング競争には参入しない。

経営理念

（３）ＫＰＩ（重要業績評価指標）：将来の経営目標を達成するためのＫＰＩ

ＫＰＩ 現状（２０１５年１０月期） 将来（２０１８年１０月期）

相続案件獲得件数 ５件/年 ２０件/年

法人向け提案業務件数 ２０件/年 ６０件/年

新規法人顧客獲得数 ３件/年 ５件/年

“重要成功要因”とは、経営戦略を達成する上で重要な影響を与える要因のことです。

ＳＷＯＴ分析よりの
経営戦略



７．知的資産活用マップと価値創造ストーリー

（１）知的資産活用マップ（将来の経営戦略を達成するための）

将来獲得すべき
知的資産を示す

現在保有する
知的資産を示す

②法人向け提案
の拡大（事業承
継関係重点）

③新規法人顧客
の獲得

【重要成功要因】
（①～③）

（
イ
）豊
富
な
知
識
と
人
脈
・蓄
積
さ
れ
た
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
、
個
人
向
け
相
続
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案
件
の
獲
得

（
ロ
）豊
富
な
知
識
と
人
脈
・専
門
知
識
を
持
っ
た
グ
ル
ー
プ
事
務
所
の
存
在
を
活
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、
顧
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ニ
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ズ
の
多
様
化
・

高
度
化
（（事
業
承
継
・Ｍ
＆
Ａ
等
）に
関
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し
た
法
人
向
け
提
案
業
務
の
拡
大

【将来の
経営戦略】

①相続案件獲得

－９－

現在保有する知的資産を強化するとともに、不足す
る知的資産を補充し、それらを連携させ経営戦略達
成に結びつける。

多彩な人材
（知識・経験豊富）

＜人的資産＞ ＜関係資産＞＜構造資産＞

相続業務知識の
拡充

（顧客提供価値）
企業の成長と発展

豊富な人脈

提案業務知識の
拡充

銀行や証券会社と
の連携強化

専門知識を持った
グループ事務所

の存在

様々な相談に対応
できる体制がある

連携
強化



（２）価値創造ストーリー

７．知的資産活用マップと価値創造ストーリー

過 去 将 来現 在

【過去～現在のストーリー】
（１９７３年～２０１６年８月）
知的資産の活用状況

【現在～将来のストーリー】
（２０１６年９月～）

知的資産の活用目標

－１０－

左側が現在保有する知的資産で、それらを活用して提供してきたサービスとその成果を示しています。

右側は将来獲得・補強したい知的資産で、それらを活用・連携（既存知的資産と）させて提供したいサービスとその成果として達成し
たい目標値を示しています。

人的資産
（ヒト）

・知識・経験が豊富な人材多い
・所長が多様な人脈を持っており、
営業力が強い
・法律事務所勤務者（兼務）がおり、
法律関係に強い
・中小企業診断士有資格者がおり、
経営全般を見る視点がある

構造資産
（組織・仕組み）

・通常の業務以外に顧客の将来のこ
とも考えサポートを行う。

・スタッフ間で助け合う社風がある。
・様々な相談に対応できる体制があ
る。（知識・経験豊富）

・長年の積重ねによるノウハウの蓄
積がある

関係資産
（顧客・自社外）

・長年の優良な顧客多い。また信頼
も厚いと思う。

・多方面の専門的知識を持ったグ
ループ事務所多く、対応可能業務
広い

その他資産
・事務所立地がよく来訪・移動が
便利

サービス

・経営分析
・Ｍ＆Ａ
・事業承継
・創業支援
・確定申告（法人・個人）
・相続シュミレーション
・相続対策・相続税申告

人的資産
（ヒト）

・相続業務知識の拡充
・提案に必要な、事業承継知識・創業
知識・Ｍ＆Ａ知識等の拡充

構造資産
（組織・仕組み）

・顧客情報管理システムの構築

関係資産
（顧客・自社外）

・銀行や証券会社との連携強化
・グループ事務所との連携強化

その他資産

サービス
・左記業務の充実
・提案業務（経営・節税）の拡充

＜取り組みの成果＞

・顧客との信頼関係の構築

＜取り組みの成果目標＞

・提案・相談業務を通じてさらなる顧客との信頼関係の
構築



８．事務所概要

法人名 税理士法人 メイト会計事務所

創立 １９７３年（２０１０年法人成り）

事務所所在地

住所：〒５６０‐００８２ 大阪府豊中市新千里東町１‐１‐５
ＴＥＬ：０６‐６８３２‐０３１５
ＦＡＸ：０６‐６８３２‐０３２１
メールアドレス：mate@mate-ag.com

代表税理士 三木 康彦

資本金 ３百万円

従業員 ４名（代表含む）

事業内容
経営分析、決算・意思決定サポート、Ｍ＆Ａ・事業承継、
確定申告（法人・個人）・創業支援、
相続税シミュレーション、相続対策、相続税申告

ホームページ http://www.mate-acct.jp

－１１－

千里中央

武庫之荘

本 町

CTA 三木 康彦(S45商卒)

CTA 松本 緑
CTA 栗谷 郁子

CPA,CTA 加藤 朗(S45商卒)

CPA,CTA 田中 正晴(S45商卒)

CPA,CTA 堀 浩一(S59商卒)

ハワイのコンサルタント
事務所との連携を計画中

CTA 山本 安弘

CTA 武田 清明

梅田

ＣＴＡ 鈴木 則夫（Ｓ４３商卒）
ＣＴＡ 木戸 玲子
ＣＴＡ 萩原 稔

太融寺

天満橋

海 外

南森町

【メイトアカウンタンツグループ】



９．あとがき

（１）知的資産経営とは

知的資産経営とは、従来バランスシートに記載されている資産以外の無形の資産であり、 企業に
おける競争力の源泉である人材、技術、技能、知的財産（特許・ブランドなど）、組織力、経営理念、
顧客とのネットワークなど、財務諸表には表れてこない、目に見えにくい経営資源の総称を意味しま
す。よって、「知的資産経営報告書」とは、目に見えにくい経営資源、即ち非財務情報を、債権者、株
主、顧客、従業員といったステークホルダー（利害関係者）に対し、「知的資産」を活用した企業価値
向上に向けた活動（価値創造戦略）と して目に見える形でわかりやすく伝え、企業の将来性に関す
る認識の共有化を図ることを目的に作成する書類です。経済産業省から平成１７年１０月に「知的資
産経営の開示ガイドライン」が公表されており、本報告書は原則としてこれに準拠しています。

（２）注意事項

本知的資産経営報告書に掲載しました将来の経営戦略及び事業計画ならびに付帯する事業見込
みなどは、全て現在入手可能な情報をもとに、当社の判断にて掲載しています。
そのため、将来にわたり当社の取り巻く経営環境（内部環境及び外部環境）の変化によって、これ
らの記載内容などを変更すべき必要が生じることもあり、その際には本報告書の内容が将来実施

又は実現する内容と異なる可能性もあります。よって、本報告書に掲載した内容や数値などを、当社
が将来に亘って保証するものではないことを、十分にご了承願います。

（３）作成者

●税理士法人 メイト会計事務所
代表税理士 三木 康彦

（４）作成支援

当報告書は次の団体・個人により作成支援されています。

●中小企業支援地域プラットホーム：近畿中小企業専門家相談センター
（代表機関：（株）エフアンドエム）

●中小企業診断士 ： 菊田 倶光
登録 ： 中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業

登録派遣専門家
●中小企業診断士 ： 山本 将嗣

登録 ： 中小企業・小規模事業者ビジネス創造等支援事業
登録派遣専門家

（５）お問い合わせ先

●税理士・中小企業診断士 ：栗谷 郁子
ＴＥＬ：０６‐６８３２‐０３１５
ＦＡＸ：０６‐６８３２‐０３２１
メールアドレス：mate@mate-ag.com

（６）発行

２０１６年９月

－１２－

＜お問い合わせ先：栗谷＞
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