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北海道・深川市

税理士法人 小島会計

成功を遂げている組織の経営者は、
ブレない経営哲学と卓越した行動力を
持ち合わせています。
「マネージメント・ビジョン」では、
ビズアップ総研代表の吉岡高広が、
今注目を集める先進会計事務所の取り組みと
将来展望に迫ります。

「お客様を儲けさせること」を信条とし、
農業に特化したコンサルティング事業を展開する税理士法人小島会計。
政府が「農家から経営者へ」の転身を政策面でも強力にバックアップする中、
その動きにいち早く呼応し、農家の“経営改革”を支援しているスペシャリストだ。
代表を務める小島拓也氏は、若干30歳で独立開業した気鋭の若手税理士。
そんな彼が「農業」に特化した理由とは？
また、深川という地方の小都市において拡大を続けているのはなぜか？
その成功要因について詳しく話を伺った。

農業経営の総合病院として
すべてのクライアントを
「儲かる農家」へ
税理士法人小島会計の軌跡と展望

農業法人化を軸としたコンサルティングで急拡大

小島 拓也
税理士法人 小島会計 
代表社員税理士

吉岡 高広
株式会社ビズアップ総研
代表取締役・税理士

こじま・たくや●深川生まれ、深川育ち。深川市内の医療機関に医療事務として勤務後、道内の税理士事務所で修
行を積む。平成25年5月、税理士登録。同年7月に小島拓也税理士事務所を開業し、「深川と空知をこよなく愛する
税理士」として活躍。同30年、税理士法人小島会計を設立し、代表社員税理士に就任。同時期に、農業コンサルティ
ングを主とするアグリ経営パートナーズ株式会社を設立し、代表取締役社長に就任。農業に特化した研修講師として
も活躍しており、特に金融機関で多数の講演実績を持つ。
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㈱ビズアップ総研様から許可取得済み



気づいたのです。しかも、大原時代の仲間がすでに何
科目か取っていたので、自分もきっとできるだろうと。
そうして税理士を目指すことにしたのが、23歳の時
でした。それからは、とにかく勉強です。まずは簿記
論の本を買い、年間1,500時間というノルマを自分に
課しました。しかも、合格後すぐに開業するには実務
経験も必要なので、同時に会計事務所で働きはじめま
した。また、ちょうどその頃に子どもが生まれたので、
勉強と会計事務所の仕事、それから育児と、3足のわ
らじに挑戦していたのですよ。それを丸6年間ほど続
け、30歳の時に税理士試験に合格、それから間もな
く開業しました。

吉岡　当時はもちろんお一人で全ての業務をされてい
たのですか？
小島　そうです。平成25年から同29年までは一人で
全ての業務をこなしました。流石に5年目ともなると
顧問先が100件ほどいらっしゃったのですが、根性で、
平日は寝ずに働きましたし、土日も仕事なのは当たり
前。本当に苦労しました。

吉岡　一人で顧問先100件分の業務を、ですか。そ
れは本当に大変だったと思います。想像もしたくあ
りません（笑）。しかし、それだけ打ち込めば、仕事
に対する“信念”のようなものも芽生えたのではな
いですか？
小島　ええ、とにかくたくさんのお客様と接する機会
に恵まれたことで、多くのお客様が経営についてとて
も悩んでいることが分かりました。それならば、私の
使命はきっと「お客様の悩みを解決し、儲けさせてあ
げること」なのだろうと気付いたのです。格好を付け
ているのではなく、そもそもお客様が儲からなければ
私が儲かることもないのですから当然です。お客様が
儲かるために、私は何をすべきか。開業から6年間、
ひたすらこれを追求してきました。自慢ではありま
せんが、創業当初からのお客様は、皆さま「先生が関
与してくれたおかげで、会社がとても良くなった」と
言ってくださるのですよ。

吉岡高広（以下吉岡）　開業から7年、農業経営のスペ
シャリストとして若手世代で急成長されている、税理
士法人小島会計の小島拓也先生にお話を伺います。本
日はよろしくお願いします。まずは簡単に、小島先生
が税理士になられた経緯を教えてください。
小島先生（以下小島）　私は商業高校の出身なのです
が、当時から簿記が本当に得意でした。この得意分
野を活かそうと、日商簿記１級合格を目指して大原
簿記学校でより本格的に勉強をしていたのですね。
正直に言うと「簿記1級があれば良い仕事に就ける」
という思いがありました。ところが、実際に簿記１
級を取得してハローワークに行っても、現実には仕
事なんて何もなかった。当初の目論見が完全に狂っ
てしまい、それから半年ほどニートをする羽目に。
仕事もせずにブラブラしていたところ、深川で最も
大きい病院の医療事務として雇っていただくことに
なりました。結局、その病院に22歳までお世話になっ
たのですが、仕事よりも飲み歩くことが当たり前の
生活になっていき…。ところが、22歳の時に結婚を
することになったのです。

吉岡　22歳ですか、お若いですね。
小島　しかも子どもができたので、「何か定職に就か
ないといけない」と思ったのですね。そのヒントを探
しに行った本屋で見つけたのが、「税理士試験簿記論」
という本。「そういえば、自分は日商簿記1級を持っ
ているので、税理士の受験資格があるじゃないか」と

30歳で独立・開業し、5年で顧問先100件へ到達
お客様を「儲けさせること」を信条とし、現場志向のサービスを提供

金融機関を中心とした圧倒的なネットワークが強み
会計事務所には珍しい「保証協会」との連携も強化

吉岡　お客様が儲かるために、小島先生が実践されて
いることを具体的にお教えください。
小島　ネットワーク作りです。金融機関や税務署をは
じめ、人脈だけはどこにも負けない自信があります。
つい先日、ある銀行さんが弊所のSWOT分析をして
くださったのですが、そのレポートにも「人脈が強み」
だと書かれていました。例えば、弊所は信用保証協会
と強いつながりを持っているのですが、通常、保証協
会と税理士はあまり接点がないので、パイプがある会
計事務所は極めて稀だと思うのです。

吉岡　確かに、そうですね。先生はどうやって関係を
構築することができたのですか？
小島　実は私、貯金10万円で開業したので、開業し
た時は本当にお金がありませんでした。しかも2,000
万円以上の住宅ローン持ち。その状態で開業資金500
万円を借り、さらに数か月後には200万円を借りて会
計システムにどんと投資してしまいました。これだ
けお金を借りておいて、お財布はすっからかん。そ
れでは経営が立ち行かないので、またまた銀行に融
資をお願いしに行ったのです。銀行さんも見かねて

「君には経営サポート会議が必要だ」ということで、
融資を受けた銀行の支店長と担当者、保証協会の支
店長、それから私、この4人で経営サポート会議をす

ることになりました。結果200万円の融資を受ける代
わりに、保証協会の支店長から「（保証協会の支店に）
たまに顔を出しなさい」と言われたのです。そうして
私は週に1度、必ず保証協会に通うようになったの
です。でも、今にして思えばこれが本当に良かった。
保証協会の皆さまに仲良くしていただき、お客様を
ご紹介いただけるようになりました。とは言っても、
経営状況が悪くなってきている会社が多かったので、
大変でしたが。でも、約束は約束ですから、とこと
ん支援をさせていただきました。そうした姿勢を評
価してくださったのか、保証協会の支店長さんが金
融機関をどんどん紹介してくださって、徐々に金融
機関のネットワークが広がっていきました。

吉岡　ちなみに、どのくらい紹介をいただいているの
ですか？
小島　正確な数は把握していませんが、初めは相当
な数の紹介をいただきました。ただ、正直に申し上
げると、最近は頭打ちです。深川というエリアは人
口が約2万人の小さな町ですから、そもそも事業者
数に限りがあります。それから、どの金融機関にも、
他の会計事務所との付き合いがあるでしょうから、
全ての事業者を弊所に紹介してもらうことはできな
いのですよ。

農業法人化を軸としたコンサルティングで新規顧客を獲得
口コミで評判が伝わり、近隣エリアにもビジネスを拡大中

吉岡　小島会計は農業に特化した事務所として地元で
は有名だと伺っています。開業から5年で100件以上
の顧問先を開拓されたとのことですが、そのうち農家
さんの割合はどの程度なのですか？
小島　圧倒的に農業のお客様が多いですね。6割以上
を占めていると思います。

吉岡　なぜ農業に特化されたのでしょう。
小島　それは単純です。小さな町なので、企業は税
理士を変更することがありません。しかも、新規開

業もほぼゼロ。だとすれば、顧問先を増やすために
は、どこかに狙いを定めて攻めなければなりません。
では、どこを攻めようかと考えた時、冷静に深川と
いう地域を見直してみたのです。間違いなく言える
ことは、深川は農産地域であるということ。それから、
私が開業した平成25年は、政府主導の農業改革がス
タートした年でもあります。すなわち、農業が大き
く変化し始めるタイミングだった。変化が起こると
ころには、必ずビジネスチャンスが転がっているも
のですが、まさに「これから農業が変わるな」という
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吉岡　この国の農業の現状とこれからの可能性につい
て、率直にどのように感じていらっしゃいますか？
小島　「生産者から経営者に変わりたい」という方々
が増えています。生産者から経営者に変わるためには、
これまでの「良い物をたくさん作る」という考え方か
ら、「良い物をどのように効率良く、原価のかからな
い方法で生産するか」という考え方に改めることが必
要です。また、「その生産物に、どのように付加価値
を付けて高く売るのか」「資金面ではどのようにすれ
ばよいのか」など、今まで考えなくても大丈夫だった
ことを、全て一人で考えなければなりません。これを
農家の方々が一人で行うことは不可能ですから、誰か
サポートできる人（＝コンサルタント）が必要だと思
われます。昨年から、農水省の予算で「農業経営相談
所」が立ち上がったのも、このような問題を解決する
ためだと認識しております。また、近年では日本政策
金融公庫の「農業経営アドバイザー試験」の受験者が
増えているそうです。この背景にも、いまお話したよ
うな問題を解決する専門家が必要とされているからだ
と思われます。なお、弊社には現在4名の農業経営ア
ドバイザー試験の合格者がいますが、来年以降も増や
していく予定です。

吉岡　小島会計ではどのようなサポートをしているの
ですか？ 
小島　弊社の強みは圧倒的なネットワークです。ど
のような問題が出ても解決できるネットワークで農
業者の背中を押してあげています。

吉岡　例えば販路開拓ではどのようなサポートをして

いますか？
小島　ちょうど今朝も農家さんとある販売業者をマッ
チングしてきました。農家専門でやっているためか、
最近では様々な業者が弊所に接触してきて農家さんの
紹介を頼まれることが増えています。今回は、農家さ
んの方から紹介をして欲しいという要望がありマッチ
ングをしました。あくまでも弊所は、要望があるから
マッチングしているだけであって、積極的にマッチン
グを進めているわけではありません。ただ、最近では
農家さんからマッチング希望が増えています。それだ
け時代が変わってきているのだと実感しております。
いまお話をしたのは他の業者が絡んだマッチングです
が、弊所では今後、関与先同士のマッチングに力を入
れていきたいと思います。例えば、関与先の飲食店や
介護施設などでは沢山の農産物を使っています。その
間に弊所が入ってマッチングできれば両方にとってメ
リットがありますよね。このような関与先が喜ぶマッ
チングは、要望があればどんどん進めていきたいと
思っています。

吉岡　次に金融の面ではどのようなサポートをして
いますか？
小島　例えば昨年、日本政策金融公庫のＬ資金を使っ
た農地の購入を支援させていただきました。この関与
先は本州からの新規就農者で、地元での関係構築がこ
れからという状況です。そこで弊社が相談を受け、農
地取得のためにＬ資金の利用をするための手助けをし
ております。こちらは深川以外の関与先ですが、最近
では深川近郊からこのような相談をいただくことが多
くなってきております。

クライアントを「生産者から経営者」へと転換

タイミングだったので、ここに狙いを定めました。「農
業支援なんてしたことはないけど、新しく開拓すれ
ばいいか」というくらい、割と気軽にチャレンジする
ことにしたのですよ。
　ターゲットを決めたら、次は「どう攻めるか？」を
考えますよね。農業改革で国は、農業法人化を強烈に
推し進めようとしていました。だから、これに乗っか
ることにしたのです。個人を法人化させることで、関
与することはできないか。そのように考えました。

吉岡　結果、それが上手くいったのですね。
小島　深川エリアには独特の地元ルールがあります。
農民協という農家の連合組織があり、その組織が個人
の確定申告をお手伝いしているのですが、彼らは農業
法人の申告には手を出さない。というより、法人の申
告は税理士の独占業務なので、仮に手を出せば、それ
は税理士法違反なので絶対に手が出せないのですね。
したがって、法人になれば税理士が関与するのが当た
り前でした。もっとも当時、深川には農業法人がほん
の数件しかなかったのですが、私には、却ってそのこ
とが大きなチャンスに見えました。

吉岡　農業法人が少なかったということは、このエリ
アの他の会計事務所が農業に力を入れてこなかったこ
との証明にもなっている。

話して「いつ田植えに行けばいいですか？」とお伝え
したのですよ。「本気で来るのか」と言われましたが、

「行きます」と。「体力ないので半日にしてください」
とお願いはしたのですが（笑）。

吉岡　そのような経験を経て、すでに顧問先は100件。
地元ではもはやトップシェアなのでは？

小島　その通りです。農業に力を入れている会計事務
所はありませんでした。小さな町ですし、新しいこと
をなるべく避ける人が多いのですね。とはいえ、私も
農業のことはまったく分からなかったので、人のこと
は言えないのですが（笑）。

吉岡　知識もノウハウもない中で、よくここまでの拡
大を実現されたものですね。
小島　本当に運が良かったとしか言えません。たまた
ま、農業について色々と教えてくださるお客様に出会
うことができたのです。その方と出会っていなければ、
絶対に今の小島会計はなかったと断言できます。

吉岡　どのような方なのですか？
小島　深川では非常に影響力のある名士の方で“王
者”と呼ばれています。その方が、農業のことを全て
私に教えてくれました。「現場を知らないとダメだ」
とおっしゃるので、開業当時から顧問先の農作業には
積極的に参加しているのですよ。特に毎年の田植えは
恒例行事で、もう4年以上参加しています。

吉岡　その実行力が本当に素晴らしいですね。そこが、
小島先生が人を惹きつけるところなのでしょうね。
小島　実際、私が初めて農作業に参加した時、その方
もびっくりしていました。田植えの時期、いきなり電

小島　そう思います。最初の2、3年は深川のお客様
だけだったのですが、噂を聞きつけて近隣エリアから
もご依頼いただけるようになってきました。北は名寄
から当麻、鷹栖、美瑛、富良野、岩見沢、滝川にもお
客様がいらっしゃいます。全て口コミでご依頼をくだ
さったお客様です。
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きています。例えば、雇用。ただでさえ農業を志す
若者が減っているのですから、事業者が有利に採
用活動を進めるためには、福利厚生の整備された
法人であることがとても重要です。それから、信用。
農協の外に販路を求めるとなれば、農家の方も「経
営者」「ビジネスマン」にならなければなりません。
農家としてではなく、法人の経営者として営業の現
場に出ていく必要がある、ということですね。そ
れから銀行融資の面でも、法人であることは有利
に働きます。きちんと税理士が関与した決算書を
作るのですから、社会的な信用がアップするのは
言うまでもありませんね。

吉岡　いまお話を伺って、農業法人化することが本当
に農家の自立につながるのだな、と感じました。
小島　実際そうなのですよ。農業法人化されたお客様
のほとんどが、法人化を皮切りに販路を開拓し、どん
どん規模を拡大していかれます。すると、ギリギリで
経営なさっていたお客様であっても、必ず手元にお金
が残るようになる。結果、設備投資ができるので、思
い思いの農業にチャレンジできるようになります。そ
ういえば、法人化すると必ずといって良いほど車を買
い替えるのですよ（笑）。
　脱線してしまいましたが、それ以外にも法人化の
メリットはあります。例えば補助金。近年の補助金
の採択を見てみると、個人よりも法人の方が多く採
択されています。以前は、「補助金に頼らない経営」
という雰囲気がありました。しかし私は、農業を教
えてくれた“王者”から「補助金は国の政策なのだ
から、頂けるものは頂くべきだ」と教え込まれまし
た。確かに“王者”の言う通りですよね。補助金は、
資金繰りの手段として非常に有効です。農業コンサ
ルタントを名乗るならばしっかりと頭に入れておく
べきもの。むしろ「補助金をどれだけ知っているか」
が腕の見せ所といっても言い過ぎではありません。
ですから弊所では、法人化されたお客様には必ず補
助金の情報をお伝えしています。そして、申請にチャ
レンジされたどのお客様も、無事に受給することに
成功しています。

吉岡　農業法人化や補助金申請のフィーはどうされて
いるのですか？顧問料とは別料金なのでしょうか。

小島　一切いただいていません。顧問として関与させ
てくださればそれでよい、と思っています。月に何度
も訪問することだって珍しくありませんが、顧問先を
増やすための“努力”のひとつです。

吉岡　私たちには、どうしても「農業は顧問料が安い」
という固定概念があるのですが、いかがでしょう。
小島　私は決してそうは思いません。実際、弊所が支
援している農業系のお客様の年間顧問料は業種によっ
て違いはありますが、50 〜 80万円です。

吉岡　首都圏の一般事業会社の水準と変わらないです
ね。このエリアにすると、むしろ高いくらいなのでは
ないでしょうか。どうすればそのような高単価を維持
できるのですか？
小島　前年の税額を見せていただき、節税できる金
額をお示しする。そして「このくらいの働きはしま
す」とひとこと添えれば、大抵はご納得してくださ
います。

吉岡　コストに対する“実利”をお示しすることで、
高めの顧問料にもきちんとご納得していただいている
のですね。最近は、お客様の規模拡大に合わせて顧問
料を上げる事務所さんが多いですが、そのような仕組
みもないのですか？
小島　ありません。スタートから一貫してそれくらい
の値段です。もちろん、コンサルティング料も全て含
んでいます。

吉岡　コンサルティングフィーを別途いただかない理
由とは？
小島　何かにつけて別途料金がかかるのは、煩わしい
ですよね。「小島会計は一律いくらで全部やってくれ
るよ」という方が、お客様が弊所を紹介しやすいでは
ないですか。

吉岡　明朗会計にもきちんと意味がある。流石です
ね。「農業の顧問料は安い」という固定概念は、あく
まで“儲かってない農家”だけの話であって、儲かっ
ている農家さんからすると、50 〜 80万円というの
は適正価格なのかもしれません。

吉岡　同じ深川の会計事務所をM&Aされたそうです
ね。どのような狙いがあったのでしょうか？
小島　開業以来5年間ずっと一人でやってきており
ましたが、関与先の拡大を手助けするため、また、
関与先を守るために事務所を大きくする必要がある
と感じました。昔から出る杭は打たれると言います
が、出過ぎた杭は打たれないもの。突き抜けてしま
えば、すなわち、弊所が深川で一番、そしてこの空
知地域で一番になってしまえば、自分のやりたいこ
とができるのではないかと考えました。そして、そ
れを時間はかけずにすぐ実行するには、M&Aで他
の事務所と経営統合するのが最も近道です。その
ような考えでM&Aを行いました。簡単に言ってお
りますが、私一人でやっていた事務所が10名規模
の事務所をM&Aするのはいろいろと大変でした。
小さな事務所が大きな事務所を“食う”のですから
様々な苦労をしましたが、今では貴重ないい経験で
す（笑）。

吉岡　ということは、M&Aのお相手は深川でも影響
力のある会計事務所、ということですか？
小島　そうです。もともと承継の話をいただいてい

たのですが、1度断ったのですね。でも、拡大の必
要を感じたため、一転、この話に乗ることにしまし
た。深川で40年以上の歴史を持つ事務所で、地元
では知名度抜群。農業のクライアントこそ少なかっ
たものの、一般事業会社では圧倒的なシェアを取っ
ていたので、もしかしたら他のエリアの事務所が
M&Aに名乗りを上げる可能性だってあったのです。
そのようなことになれば、小島会計が深川ナンバー
ワンになるのは難しくなります。外部からの参入を
防止する意味でも、M&Aをして良かったと思って
います。

吉岡　M&AをすべくしてM&Aをされた。そのよう
な感じですね。ところで、小島先生は農業法人化を積
極的に進めていらっしゃいます。これはなぜですか？
小島　数年前までは節税を主観として法人化する方
が多かった。しかし近年はその認識が改められつつ
あります。

吉岡　どのように変化しているのですか？
小島　節税のためではなく、「経営を良くするため
に」を主観として法人化する農家の方が多くなって

胸を張って独自路線を進むためにM＆Aを決断
真の農業コンサルタントとして補助金の申請も支援
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サン共同税理士法人

【本店】
〒074-0004  北海道深川市4条17番10号
【深川offi  ce】
〒074-0003  北海道深川市3条15番30号
TEL：0164-23-4305（深川offi  ce）　
FAX：0164-34-5445
URL：https://koji-tax.tkcnf.com/

税理士法人 小島会計
事務所概要

吉岡　今後の展望としてどのようなことをお考えなの
か、お聞かせください。
小島　まずは教育です。スタッフのレベルが上がれ
ば、間違いなく顧問先から紹介をいただくことができ
ます。いま成功している多くの事務所が、紹介型の営
業モデルであることは皆さまもお気付きだと思いま
す。弊所も早くその段階にたどり着きたいと考えてい
ます。現在、営業活動は私が一人で行っている状態で
すが、スタッフが年間5件の紹介をもらってくれば拡
大ペースが飛躍的に上がります。ですから、教育を徹
底し、紹介をもらえる体制を作り上げること。これが
目下、最大の課題です。

吉岡 小島先生が革新的な農業税理士として活動され
ているではないですか。先生の分身とまでは言いませ
んが、それに近い動き方のできるスタッフを育成した
い。そのようなイメージですね？
小島　それに近いですね。現在、弊所には4つの部門
があります。一般事業会社の税務・会計部門が3部隊、
残り1部門が農業専門という構成なのですが、この農
業専門部門を拡大していきたいと考えています。弊所

の農業部門はコンサルティングが主ですから、コンサ
ルティングに特化した人材を集めて、北海道全域にお
客様を増やしていきたいですね。また、新しいビジネ
スという点では、外国人技能実習生の導入支援を展開
したいと考えています。そして、最終的には、農業に
関するワンストップサービスを提供できる事務所にな
りたい。コンサルティングだけでなく、人の手配や相
続・事業承継などにもチャレンジし、「農業の総合病院」
となる。「小島会計に頼めば、なんでも解決するぞ！」
というように、地域の皆さまから頼られる存在になっ
ていきたいと思います。

教育を徹底し、紹介型の営業モデル確立を目指す
農業に関するワンストップサービスを提供できる事務所へ
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