税理士

って？
〜 一 生の仕事を探すなら〜

キミは
知ってる？

税 理士という
税理 士は税と会 計の専 門 家であり、税 務に関わることを
許されている“ 唯 一 ”のプロフェッショナル。
社会 貢 献 度も高く、とても働きがいのある仕 事です。
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※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そって、納税義務者の信頼にこたえ、
租税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。(税理士法第一条より)
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う職 業

「知りたい」がわかる！

魅力あふれる
税理士の仕事。
これがプロフェッショナルの仕事

税理士だけができる3つの業務
税理士の仕事は納税や経理の
サポートだけではありません。
経営のアドバイスや、
時には無料の税務相談など、
さまざまな仕事を行っています。

P.3

「税」
と
「会計」の専門家として、企業や個人事業主の税にかか
わる業務のサポートをします。
あなたに合った働き方はどれ？

税理士ワークスタイル

P.5

独 立 開 業 か 組 織で 働くか 。税 理 士 のさまざまなビジネス
フィールドと働き方を紹介します。
スペシャル座談会！

私が今の働き方を選んだ理由
若手税理士は少数派なので、
若手ならではのセンスや
知識に対するニーズも強く、
需要は大きいのです。

P.7

多様な働き方が選べる仕事のスタイルについて、現役税理士
4名に座談会で語ってもらいました。
ザ・アンケート

ザ・税理士のリアル

P.9

税理士の仕事の魅力ややりがい、成功談＆失敗談など、現役
税理士に聞いたホンネ24選！
どこよりもわかりやすい！

P.11

税理士は税に関する業務を独占する

ズバリ教えます！税理士への道

国家資格なので、高収入が期待でき

税理士試験は5科目を選択して、1科目ずつ合格すればいい
科目合格制。複数年かけて取り組むことができます。

ます。独立すれば自分の時間を確保
しながら必要なだけ働く、
ということも可能です。

巻末ゆる企画

税理士「あるある」

P.14

税の専門家だけが知っている、職業「あるある」
を集めてみました。

へぇ〜、
だ
そうなん
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それは、企業や個人の納税を、専門家として
サポートすることです。
税理士は、税金に関わる
暮らしのパートナーなのです。

確定申告をはじめとする、税務
署などへの申告や申請を、納
税者に代わって行います。

確定申告書などの税務書類を、
専門家としての判断に基づいて
作成します。

この3つの業務は、
税理士法の定めにより、
税理士だけが
行えます！

コラム
クライアント
の証言
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納税者の個別具体的な質問に、

回答やアドバイスを与えること
ができます。

税理士は会社経営に

欠 かせない パ ートナ ー

はいいのですが、弊社の事業は税理士の
アドバイスがあってこそ成り立っている、
というくらいお世話になっています。具体的

弊 社 は 住 宅 や 店 舗 などの 設 計 、工 事

には私の代表就任時の事業承継手続きに

管理、コンサルタントなどを行う一級建築

始まり、新 規 事 業 参 入 時 の 経 営 主 体 の

士・防災士事務所です。さらに大衆酒場の

決定、別会社の設立など、税務だけにとど

経営に加え、近年では薬局経営にも乗り

まらず、経営のあらゆる面でご指導いた

出しました。経営の多角化といえば聞こえ

だいています。

租税に関する
訴訟の補佐人

会計業務
税金の申告だけでなく、
事業の状況把握のために、
財務諸表や帳簿などの

会計参与

租税に関する訴訟において、
補佐人として弁護士とともに
出廷し、
陳述をすることが

作成を行います。

中小企業の財務諸表の信頼
性を高めるため、
税理士自ら
が会社の役員として財務諸表
の作成を行います。

できます。

経営
コンサルタント

社会貢献
無料税務相談・租税教育の
実施や成年後見支援センター
の設置、家裁の調停員を務める
など、
様々な形で貢献しています。

会計・財務、
経営管理など財務
数値を分析し、事業計画を
立てるなど、
コンサルタント
業務も行っています。

税制を国へ提言

外部監査人

税制度の改善のため、

都道府県や市町村における

国に対して
「税制改正建議書」
を

税金の使途などをチェック

毎年提出しています。

する資格にも就けます。

登録政治資金
監査人
国会議員に関係する
政治団体の政治資金監査を

ところで私は、社の経営状態を常に把握

税理士が持っている税の知識とは、経営

するために、
自分で納税額を計算し、税理士

者にとってはかけがえのないものです。例え

の算出した数字と突き合わせているんです。

どんなに些細な知識であっても、顧客を

そこで 差 分 があれ ば、その 理由について

助けることのできる大切な財産になるんだ

理解できるまで質問します。税 理 士 に は

ということを、税理士を目指す皆さんは、

負担を増やしているかも知れませんが、

ぜひ覚えておいてください。そして明るく前

このことを通じて経営者として成 長 する

向きで、
コミュニケーション能力のある税理士

ことができ本当に感 謝しています。

になってほしいですね。応援しています！

行う資格にも就けます。

場面で
な
ん
ろ
い
！
いるのね
て
し
躍
活
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独立開業

自分の事務所を持ち、自分の流儀で働く。独立
は士業ならではの勤務スタイル。税理士は初期
投資が少なく独立しやすいという意見も。

ここがメリット！
●自分の考えで動ける自分の場所
●努力に見合う成果
●スケジュールにある程度融通が利く点

早川 隼貴 税理士

ここが頑張りどころ！
●知識の向上と忍耐力の維持
●既存の関与先の維持に向けたサービス向上
●新規の関与先の獲得に向けた努力

東京税理士会所属
平成28年登録
東京で勤務した後、東京で開業しました。父が故郷の岡山で開業
税理士をしていますが、一緒に働くことは収入の分散につながると
考え現在の選択をしました。
とは言え東京でやってみてダメだったら
帰るつもりでしたが、
おかげさまで今のところ順調です。独立開業の
魅力は収入面に加えて、働き方が自分で選べることです。

独立開業

あなたに
働き方を

税理
ワークス

独立開業の大きな魅力のひとつに、
時間の使い方

の自由度があげられます。多くの税理士が、育児
と仕事を両立し頑張っています。

ここがメリット！
●子育てと仕事を両立しバリバリ働けること
●時間の融通がきくところ
●自分の経営理念に共感してくれるスタッフと仕事ができる

ここが頑張りどころ！
●税法および周辺業務に最新の知識を習得する必要がある
●そのために同業者・別士業・経営者の方々との人脈作り
●スタッフに対しての心配り
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荒井 真紀 税理士
名古屋税理士会所属
平成22年登録
一般企業での会社員、税理士事務所、税理士法人での勤務を
経て、税理士登録と同時に開業しました。税理士業界に入った
時点で子供がおり時間に制約があったため、責任のある仕事が
できず物足りなさを感じていました。
もっとお客様に近いところで
仕事がしたいと考え、独立開業の道を選びました。

ら
わたしな
ら？
どれかし

に 合った
見つけよう
！

理士
スタイル

税理士法人所属
組 織力を用いて、高 度な会 計・税 務サービス

を顧客に提供する税理士法人は、税理士として
のスキルアップには理想的な職場です。

ここがメリット！
●しっかりした組織力、基盤がある
●税理士数が多いため、他に意見を求められる
●幅広い業務に関わり自己研鑽できる。

江川 琢哉 税理士

ここが頑張りどころ！

東北税理士会所属
平成27年登録
現在勤務している税理士法人で勉強しながら、税理士登録させて
いただきました。登録時は経験年数2年、26歳ということもあり
若輩者の世間知らずなので、独立には踏み切れませんでした。
今は所属税理士という立場ですが、35歳くらいまでに社員税理士
になることが当面の目標です。

●自分の専門分野を確立する努力が必要
●関与先への定期的な訪問と、後輩の育成
●経営者の感覚に近づく努力

Uターン・
地方勤務

士業である税理士は、
全国どこでも働くことができ
ます。
そのため出身地での勤務や、希望の土地の
法人への入所など、
さまざまな選択が可能です。

ここがメリット！
●所長と常に対等な意見交換ができる
●仕事のみならず、税法の研究もできる環境

森澤 宏美 税理士
関東信越税理士会所属
平成27年登録
都内の外資系専門の税理士法人で勤務していました。仕事の
スキルは格段にアップしましたが、将来のキャリアと人生を考え
次のステップに踏み出そうと決意。宇都宮にある現事務所の所長
からオファーをいただき、決断をするのは早い方がいいと考え、
入所しました。

●新しいことにチャレンジできる柔軟性

ここが頑張りどころ！
●常に自己研鑽をし続けること
●お客様、仕事、職員に対する責任を果たす
●地方性を理解し尊重しつつ、新しい提案をする
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税理士に聞くそれぞれの仕事スタイル

私が今の
働き方を
選んだ理由
税 理 士と一 言でくくっても、その働き方は実にさまざま。
独 立 開 業した税 理 士が、所 属の税 理 士が、なぜその道を選んだのか？
税 務の第 一 線で活 躍する税 理 士 4 名にお集まりいただき、
働き方 へのこだわりについて熱く語っていただきました。

開業税理士

早川隼貴

東京税理士会所属/平成28年登録

所属税理士

森澤宏美

関東信越税理士会所属/平成27年登録

荒井真紀

所属税理士

江川琢哉

東北税理士会所属/平成27年登録

──まずお聞きしたいのは、皆さんはなぜ税理士を
志したのでしょう。

職業だよ」
とアドバイスをもらい、
じゃあ目指してみようかな、
というのが正直なところです。
それと、頑張った分だけ成果が得
られる点ですね。

江川：高校で簿記と出会いまして。
その知識を活かした職業に
就きたいと考えていたところ、学校の先生から税理士という
職業を紹介されました。専門学校に進学し勉強したのですが、
試験勉強はすごく大変でしたね。

──努力の末、税理士になって感じた、
この職業の
一番の魅力とは何でしょう。

荒井：私は一般企業で4年ほど営業職に就いていました。
でも、
結 婚を機に、仕 事と家 庭の両 立のため手に職をつけようと
考え、税理士試験の勉強を始めたんです。新婚生活は2年間、
勉 強 漬けでしたよ（ 笑 ）。でも、一 度 社 会に出てからの勉 強
だったので、
とても楽しく学べました。
森澤：法学部だったこともあり、法律系の資格を取得しようと
考えていたところ、母の知人の税理士の方が「税理士を目指して
みてはどうだ？」
と勧めてくださいました。女性の活躍の場も多い
というアドバイスもあり挑戦することにしました。でも私は荒井
さんと違って、試験勉強はすごく孤独でしたよ。周囲が就職して
いく中、友人とも話が合わず、
モチベーションを保つことが大変
でした。
早川：私は税理士をしている父から
「税理士はこれからもいい
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開業税理士

名古屋税理士会所属/平成22年登録

早川：一念発起して勉強することで、誰でもチャンスを手にする
ことができるという点は、素晴らしいと思いますね。
江川：さまざまな業種の経営者と関われる点ですね。経営者
さんがどういう考えで、
ビジネスに向き合っているのか。
「ああ、
こんな考えの人もいるんだな」
と、話をしているだけで楽しい。
荒井：自分も経営者になったような体験ができること。それと
自分が習得した知識や、流した汗の分、感謝していただけると、
頑張ってよかったなと思います。
森澤：税理士の業務そのものが多岐にわたっているところで
しょうか。法務、会計、税務、
さらにコンサルタント業務まで広がる
中で、
その中で自分が得意なもの、
目指したいもの、好きで専念
したいものを選べる点も魅力ですね。

──多様な働き方が選べる点が税理士業務の
魅力のひとつですが、今の働き方にはどのような
メリットがありますか？
荒井：家庭と仕事を両立するために、独立開業を選びました。
開業してからは子供のスケジュールに合わせ、一度帰宅して
から再び事務所に戻るとか、土日に仕事をするとか、
フレキシ
ブルな働き方ができることが気に入ってます。
森澤：私は逆で、独立開業は考えていないんですよ。実は今も
大学院の恩師が理事長を務める学会で税法の研究をしてお
り、実務と研究と両輪でやって行くためには独立開業は違うな
と。事務所の所長も同じ考えの方なので、2人で力を合わせるこ
とで両立ができています。

森澤：自分の裁量で仕事をコントロールできるから、
さまざまな
ライフイベントにも対応しやすいのも大きなメリットだと思い
ます。
また、資格を持っていると、仕事の選択肢はすごく広がり
ますね。就職に迷っている大学生には
「税理士の資格は人生の
幅を広げてくれるよ」
と声を大にして伝えたいです。
早川：私の妻も税理士試験の勉強中で、子供が生まれる前など
は、空いた時間に、入力作業を手伝ってもらっていました。
そん
な働き方もできるんですよ。
ちなみに妻とは大学院で出会って結
婚したのですが、志を持って努力していると、
そういういい出会
いもありますよ
（笑）。
森澤：同じ志を持っていると本当に切磋琢磨できますね。

早川：森澤さんのように研究に力を入れられるのは素晴らしい
ですね。私が選んだ独立という選択肢は、責任も重く労働時間
は勤務時代より長いですが、
融通を利かせられる点は大きなメリッ
トです。
江川：私はこの職業を通じて地元の岩手に恩返しがしたいと
考えています。地方の支店で働くことで、勤務先の事業拡大にも
貢献できるし、
地元にも恩返しできる。
開業している税理士の時間
の自由度というのはすごく憧れますけどね。

──「すべての女性が輝く社会づくり」が叫ばれて
いますが、性別による働きやすさの違いを感じたり
はしますか？
江川：個人的には全く関係ないと考えています。女性の経営者
さんも増えていますから、女性の税理士の需要もどんどん増えて
いくのではないでしょうか。
荒井：女性の経営者さんは女性の税理士を探すケースが多い
ですからね。実際、私の事務所のホームページの検索結果を
見ると
「女性」
「税理士」
という検索ワードが非常に多く、
ニーズは
高いと思います。
それと税理士の仕事って、記帳や領収書の整理
など細かいこともあるので、女性ならではの細やかさが向いてる
のかも知れませんね。
森澤：そうそう、
きめ細かな仕事を望んでらっしゃる関与先の
場合、
すごく喜んでいただけて
「また一緒に仕事をしたい」
と言って
くださることも多いです。
それと地方は女性の税理士が少ない
ので、すぐに名前を覚えていただけますね。

──働き方と密接に関係することですが、
お忙しい
毎日の中でライフワークバランスは、
どのように
取っていますか？
荒井：私は子供が3人いるのですが、子供の成長過程に応じて
パートで働いたりフルタイムで働いたり。資格を持っていることに
よって、ベストな勤務形態を選択できたことは有難かったです。
開業当初は大変でしたが、今となってはスケジューリング次第で
授業参観も出席できます。
また、資格を持っていることで、一旦家
に入っても、再就職できますし。思い切り働くことも、扶養内の
パートも可能です。

──最後に20年後どうありたいかについて教えて
ください。
江川：地域にしっかりと根付いて、地元の経営者さんに愛される
税理士になっていたいと思います。
それと今後、
さまざまな業務に
AIが導入されると思いますが、
それらをうまく使ってプラスアル
ファの付 加 価 値をどう提 供していけるのか、
というのが 楽し
みな部分でもあります。
森澤：私は税理士業務に加えて税法の研究をしていることも
あって、
より深い知識を持った
「専門家」
であれたらいいなと思って
います。
早川：時間が経つにつれ守りに入っているのが自分でもわかる
ので、開業当初のアグレッシブな志を失わず、積極的に仕事に
取り組んでいければと思っています。
荒井：
「 関 与 先に笑 顔になってもらう、経 営 者さんを元 気に
する」
をモットーに仕事をしていますから、20年後は自分の思いに
共感してくれる人たちと一緒に、
もっと多くの経営者さんを笑顔に
できればいいなと思っています。

──今日はどうもありがとうございました。

が
働き方
な
ろ
い
いろ
ね
選べるの
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他じゃ聞けな

ザ・税理

税理士の仕事の魅力、
声を大にして伝えてください!

全国で活躍する
仕事の現実を

中小企業を支えることで日本経済を支え、

女性や若者でも、考え方や努力しだいで、

国の発展に寄与できるところ。

大きな所得を得ることができること。

働きやすい点。
開業すれば時間が割と自由に使え、

日本で唯一の税務の専門家なので

子供の病院通いや平日の学校行事にも参加できる。

仕事がなくならない。

税理士の仕事、
やりがいを感じた時って？
事業計画通りに事業が進展し、

仕事を通じて様々な業種の経営に

予測通りの利益や税額になった時。

携わることができることです。

様々な申請や特例を使って、

企業が成長していく姿を間近で見ることができる。

会社を廃業の危機から救うことができました。

これこそが税理士の仕事の面白さだと思います。

税理士デビューした後、
想像と違ったことは？
堅い仕事で真面目なイメージがあるが、
社交的な税理士がとても多いです。

意外にモテます！

税金や会計上の数字を追うだけでなく、
法律や判例を読む力や事実認定など、
法律家としての一面も持っている。

ズバリ！
どうなん
ですか？
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士のリアル
現役税理士に
聞いてみました。

聞かせて！仕事の成功談＆失敗談。
成功談

失敗談

役員の行った粉飾決算を整理し、

自分自身の申告で税額控除制度の適用を

金融機関の信頼を取り戻すことができました。

忘れて再提出したことがあります。

成功談

失敗談

上場企業へのM&Aを自分自身の

資金繰りの苦しい関与先に温情をかけていたら、

仲介のみで成立させられたことです。

自己破産してしまい税理士報酬をもらい損ねた。

あなたが税理士に
なった理由は何？ 税理士に必要な資質を教えて！
大学へ進学しない人が大卒の人に

コミュニケーション能力です。

きつすぎず、

負けない進路はないかと調べた結果、

全ての業務は相談から始まるから。

ゆるすぎない正義感。

税理士という仕事を見つけた。
人の言うことを余計なフィルター無しに
高収入で安定している、
社会的ステータスの

聴く寛容さと忍耐力と、

高い職業だと思ったからです。

そこから必要な情報を引き出す力。

あなたが考える、
これからの目標は？
自分の事務所を地域で

売上２億円、職員20名、

ナンバーワンの知名度にすることです。

関与先200名！

自分の関与先に、現在より少しでも

複数の税理士による、
プロ集団の

幸せになっていただくこと。

コンサルティングファームを作りたいです。
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どうすれば
税理士に
なれるの？

ズバリ教えます！

に
カンタン
ますよ！
し
ご説明

税理士への道

税理士は特 別な仕事のように見えますが、

受験資格は年齢・国籍を問わず取 得 可 能です。
ここでは、税理士になるために必 要なステップを紹 介します。
意外に
広いん
です

詳しくはホームページをチェック！
▼

http://www.nichizeiren.or.jp/prospects/work/

学識

受験資格は、
どれか1つ！

●大学または短大を卒業する

●62単位以上を取得して、
大学3年次以上

●一定の条件を満たす専修学校の専門課程を修了する

以上3つは、法律学か経済学の履修が条件

●司法試験か、
●公認会計士試験の短答式試験に合格する

資格

●日商簿記検定1級か、
● 全経簿記検定上級に

合格する

職歴

次のどれかに2年以上従事する
●法人や個人事業主の会計事務
●銀行･信託会社･保険会社等での、
資金の貸付･運用事務
●税理士･弁護士･公認会計士等の業務の補助事務

受験資格はこれ以外にもあります。詳しくはホームページで！

もっと知りたい人のための、

税理士試験は
仕 事や学業と両立 できますか？

理 系 出 身 です 。受 験 は できますか？

税理士試験は1科目ずつ合格すればいい“科目合格制”、一度

受験資格に、出身学部による制限はありません。大学３年次

合格した科目は生涯有効です。仕事や学業と両立しやすい

以 上で 法 律 学または経 済 学に属 する科目（ 一 般 教 養を含

ので、社会人として働きながら合格を勝ち取った税理士も

む）を１科目以上履修し、６２単位以上取得していれば受験

多くいます。

資格が得られます。履修していない場合でも、日商簿記検定
１級などに合格することで、受験資格を得られます。
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2年以上の
実務経験

!!

さあ、
です！
もう少し

実務経験の内容

税理士資格には、通算2年以上の実務経験(税理士試験
合格前でも可)が必要です。
条件を満たし申請が承認され
税理士名簿に登録されると、税理士業務を行えます。

●租税に関する事務

(例えば、税務署など税に関する役所などで)

●会計に関する事務

(例えば、税理士事務所や会社の経理セクションで)

※実務経験に該当するかは、
申請に対する税理士会の
調査で個別に判断されます。

目指すは、
5科目合格！

は
ポイント ジへ。
出題の
ー
ペ
ム
ホー
国税庁

会計学ジャンル2科目＋税法ジャンル3科目の計5科目の
合格が必要です。
とは言っても、科目合格制といって
一度合格した科目は再受験不要。一度に5科目受験

する必要はなく、1科目ずつのチャレンジでもOK！
会計学ジャンル科目

２科目すべて合格(選択の余地なし)

税法ジャンル科目
選択した３科目で合格

●簿記論

●所得税法

●財務諸表論

●住民税または事業税

●法人税法

●消費税法または酒税法

●相続税法

●国税徴収法

●固定資産税 （ただし、所得税法か法人税法のどちらか1科目は必ず選択）

、 税理士への道 Q & A
税理 士 試 験 の 免除はありますか？

合 格した 人 の 就 職 先 はどこ？

はい 、あります。修 士 又は博 士 の 学 位を授 与された人は、

税 理 士 事 務 所 、一 般 企 業 の 財 務・会 計 部 門などへ 就 職 が

試験の一部が免除されます。詳しくは国税庁ホームページの
「税理士試験情報」をご覧ください。

可 能 で す 。資 格 取 得 後 の 働き方はそれ ぞれ 異なりますの
で、就職への目的意識を持つことが大切です。税理士事務所
などの現場でスキルアップを目指すとともに、顧客を得るた
めの人脈を作ることも大切です。
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データで見る税理士
現役で活躍する税理士の姿を、
データからひも解きました。
どんな人たちが税理士として働いているのか紹介します。
※日本税理士会連合会実施の第６回税理士実態調査の結果による。
（ 平成26年1月1日現在

20歳代
0.6％
（187人）

80歳代
10.4％
（3,421人）

70歳代
13.3％
（4,343人）

60歳代
30.1％
（9,868人）

その他
0.73％

30歳代
10.3％
（3,358人）

高齢化が進んでいるとともに、
若い経営者が増えているため、
若手の税理士の活躍が
期待されています。

弁護士・計理士
税務代理士・資格認定

5年以下
7.6％
（2,476人）

従事年数
ベテランが活躍している
点からも、
長く続けることの
できる職業であることが
わかります。

30年以下
18.8％
（6,145人）

50歳代
17.8％
（5,817人）

半数が試験合格によって
その資格を得ていますが、
その割合も年々
増加しています。
特試合格
9.0％
（2,936人）

女性
14.8％
（11,423人）

10年以下
17.7％
（5,803人）

20年以下
24.1％
（7,905人）

その他
4.4％
（1,446人）

他士業者
3.4％
（1,114人）
試験合格
45.9％
（15,035人）

1年以下
3年以下
4.3％
（1,393人） 8.3％
（2,712人）

40年以下
10.6％
（3,467人）

公認会計士
6.2％
（2,018人）

税理士と
なった資格

試験免除
37.2％
（12,173人）

40年超
8.1％
（2,641人）

40歳代
17.1％
（5,599人）

年齢層

32,747人対象）

会社員
13.0％
（4,262人）

資格取得前の
職業

公務員
31.9％
（10,419人）

税理士
事務所職員
43.2％
（14,145人）

職 務 経 験が活かせる
税 理 士 事務所職員が最多。
次いで税務職員です。
※学生は除く。
他士業事務所
職員
1.7％
（553人）

女性税理士の登録数推移

11,423人

（77,327人）

11,000人

男女比率
税理士ならではの
働きやすさから、女性の
割合が年々高まって
きています。

10,000人
9,438人

9,000人
8,000人
男性
85.2％
（65,904人）

7,000人

（72,039人）

7,961人

（69,243人）

平成18年

平成23年

平成30年

※（）内は税理士登録者総数。
日本税理士会連合会 税理士登録者より
（平成30年3月末現在）。
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税理士の間で囁かれている...

税理士「あるある」
専門家ならではの「あるある」、
小ネタを集めてみました。

自分のことは後回し。

これって、職 業 病！？

関与先には確 定申告の準備を

電 話をかけるとき、

「早くしてください」というくせに、

ついつい電 卓のキーの並びで

自分の申告 は毎 年 期 限ギリギリに

押してしまう。しかも何回も！

なりがち。どうして！？

たしかに

よりによって、試 験 は真 夏。

扶養しているけれど…

税 理 士 試 験 は例 年 、

年末調 整の書 類の扶 養 親 族 欄に
毎回ペットを入れてくる、
困った関 与 先がいるのは

8月第 1 週の3日間 。
実 はペットボトルの持ち込みが
認められています。

ここだけの秘密です。

美 味しい料理も、心ここに在らず。

勉 強に集中するあまり。

お店に入ると、ついつい、お客の単 価・

税 理 士 試 験に挑 戦を

回転数・原 価 率・家 賃 等々を

していた時 期 、
リモコンでテレビの

計算して、利 益を

チャンネルを変えるつもりが 、

予想してしまうんです。

なぜか 電 卓を押していたことが
ありました。

楽しみに

職 業 は黙 秘します！？

来ているはずなのに…

町内会やP T Aに参 加し、

旅行中に現 地の屋 台などで
一杯飲んでいるときに、
「この店はちゃんと申告してるのだろうか」と、

職 業が 税 理 士だとバレると、
たいてい会 計が回ってきます。
（ ￣ □ ￣；）
！！

つい余 計なことを考えてしまう。
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お尋ねは、お近くの税 理士または税理士 会へ。
渋谷区千駄ヶ谷5 -10 - 6 東京税理士会館／TEL：03-3356-4461
横浜市西区花咲町4-106 税理士会館7階／TEL：045-243-0511
千葉市中央区中央港1-16-12 千葉県税理士会館３階／TEL：043-243-1201
さいたま市大宮区桜木町4-333-13 OLSビル14階／TEL：048-643-1661
大阪市中央区谷町1-5-4／TEL：06-6941-6886
札幌市中央区北3条西20-2-28 北海道税理士会館3階／TEL：011-621-7101
仙台市若林区新寺1-7-41 東北税理士会館／TEL：022-293-0503
名古屋市千種区覚王山通8-14 税理士会ビル4階／TEL：052-752-7711
名古屋市中村区名駅南2-14-19 住友生命名古屋ビル22階／TEL：052-581-7508
金沢市北安江3-4-6／TEL：076-223-1841
広島市中区袋町4-15／TEL：082-246-0088
高松市番町2-7-12／TEL：087-823-2515
福岡市博多区博多駅南1-13-21 九州北部税理士会館3階／TEL：092-473-8761
熊本市中央区大江5-17-5／TEL：096-372-1151
那覇市字小禄1831-1 沖縄産業支援センター7階／TEL：098-859-6225

http://www.nichizeiren.or.jp

日税 連

検 索

〒141-0032 東京都品川区大崎 1-11-8／TEL：03-5435-0931
（代表）
／FAX：03-5435-0941

