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～相続ビジネスの最前線を追う～

巻頭SPECIAL対談

税理士法人タクトコンサルティング　代表　玉越賢治 氏（左）

株式会社ファルベ　代表　石川真樹 氏（右）

２００件の顧問先を譲り、
譲渡、相続、事業承継に特化
―資産税の代名詞とも言えるタクトコンサル
ティングが、どのような形で現在のビジネス
の形を築いてきたのかを教えてください。
玉越　当社は、創業４０年目にな
ります。もともとは現会長の本郷
が横浜で開業していた、いわゆる
一般の会計事務所でした。当時
は、開業１０年足らずで、既に顧
問先が2００件程だったそうです
から、成功していた事務所だと思
います。しかし、本郷はその後、
東京に出てきてしまうんですね。
　およそ税理士に限らず、士業と
いうのは事後処理型の仕事が多い

ものですが、当時の本郷には、事
前コンサルティング的な仕事がで
きないだろうかという発想があっ
たようです。
　だから、顧問先を地元の先生に
引き継いでもらって東京に移転し
たのです。そこから、資産税コン
サルティングに特化した現在の
「タクトコンサルティング」の原
形がスタートしました。
―２００件もの顧問先を他事務所に譲ってし
まうとは、信じられないような話ですね。
玉越　本当ですね。顧問先全てで
はないにしても、勇気が要ったと
思います。東京に移転してきた頃
は、いわゆる不動産バブルの波に
乗って、不動産の売却や事業用資

産の買換え（等価交換）に関する
税務が主な仕事でした。当時は、
事業用資産の買換えという制度が
税理士業界に知れ渡っていません
でしたし、借地権と底地を交換で
きることを知っている人も一握り
でした。今だったら初歩の初歩の
ことかもしれませんが、そういう
時代でした。だから不動産税務の
分野で一時代を築けたのだと思い
ます。
―不動産譲渡の税務が、タクトコンサルティ
ングの資産税の始まりなんですね。
玉越　その時代に、多くの会計事
務所が不動産税務の分野に参入し
ました。ところがバブルが崩壊し
て、不動産が動かなくなった。当

税理士業界には２つの「本郷ブランド」がある。一人は、全国３９拠点、７００名体制の辻・本郷 税理士法人
を率いる本郷孔洋（よしひろ）氏。そしてもう一人は、資産税分野の第一人者にして、代名詞的存在の本郷尚（た
かし）氏だ。その本郷尚氏が築いたのが、税理士法人タクトコンサルティング。５０名規模ながらも、資産税分
野での名声は、７００名規模の辻・本郷 税理士法人や1000名体制の山田グループ（税理士法人山田＆パートナー
ズ）にひけをとらない。資産税コンサルティングの分野において、唯一にして最高峰と言えるタクトコンサルティ
ングが本誌初登場。本対談では、タクトコンサルティング現代表の玉越賢治氏と、同分野で年間２００件を超え
るセミナーを放つ株式会社ファルベ代表の石川真樹氏に、マーケットの現状と展望を聞いた。

Tamakoshi Kenji Ishikawa Masaki
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然、不動産税務の相談も来なく
なったわけです。それでも他の事
務所は顧問の仕事があるから、不
動産税務の仕事が減り、通常の顧
問先の比重が上がったことで落ち
着いた。ところが、弊社には顧問
先がない――。
―文字通り仕事がなくなってしまったわけで
すね。
玉越　顧問先がゼロ件ではなかっ
たと思いますけど、いずれにして
も弊社には戻るところがありませ
んでした。だから、この分野で勝
負するしかなかった。
　そこでその次に弊社が進んだ方
向が、まさに相続でした。弊社が
相続の分野に進出し始めたのは、
バブルが終わる1991～ 1992年
頃からです。
―玉越先生が入所されたのは、その後の
1994年ですね。
玉越　バブルが崩壊して不動産譲
渡に関する税務の仕事が激減した
のですが、いずれ再び不動産価値
は上がると思われていた頃、その
時代に「不動産を売りましょう」
と言ったのは、画期的な話だった
かもしれません。そうした内容の
書籍（平成２年発行「不動産現金化の
すすめ」中経出版刊）も発行して、「こ
れからはもう不動産が上がる時代
じゃない」といち早く唱えたんで
すね。
　そうやって相続に比重を変えて
いき、「譲渡のタクト」から「相
続のタクト」へと手を広げていき
ました。
―そこからも業務を拡張されていますね。
玉越　その後、商法が会社法に変
遷する過程において、いわゆる法
人の事業承継の仕事や組織再編税
制、あるいはＭ＆Ａの仕事が増え
ていきました。
―どちらかというと、タクトさんのお客様は
個人の富裕層というイメージが強いですが。
玉越　富裕層は大きく分けると、
地主さんと企業オーナーの二つに
分かれると思いますが、弊社が資
産税を始めたばかりの頃は、不動
産税務の分野でしたので、お客様
の大半は地主さんでした。今で

は、数で言えば半々ぐらいです。
売上で言うと企業オーナーの方が
６割以上を占めているかもしれま
せん。現在は両輪のような形で、
富裕層の皆様を支援できる形に
なっています。
―企業オーナーのお客様が増えてきたのはい
つ頃からですか。
玉越　金庫株や株式交換制度がで
きた頃からですから、１５年くら
い前になるんですかね。例えばそ
の頃から弊社の組織も変わってき
ています。弊社はもともと税理士
しか採用していませんでした。し
かし、今後を見据えてM＆ Aな
どの仕事が増えてくると、デュー
デリジェンス等、会計士の力も必
要になってきます。そういうわけ
で、今では５、６名の会計士がい
ます。
―そういうことも手伝って、今は企業オー
ナーのお客様が増えているのですね。
玉越　そうですね。ただ、主力と
して勝負する分野は、あくまで税
務です。
―玉越先生のご経歴を教えてください。
玉越　私は、もともと商工組合中
央金庫という政府系の金融機関に
いて、その時に税理士の試験に合
格していました。ただ税理士にな
る気はなくて、その後３２歳のと
きにリクルート社に入社しまし
た。その翌年にリクルート事件が
起きまして、その後はグループ内
の不良債権を処理する仕組みに係
わる部署にいました。リクルート

には７年弱在籍して、不良債権処
理にも目処がついた時にこの業界
に入ろうかなと――それが 1994
年。バブル崩壊から一息ついた頃
ですね。
　タクトも不動産譲渡から相続へ
とシフトしてきた頃です。だから
私は、第二期タクト生ですね。
―それで、今は会社法へと広げてきた第三期
ということですね。
玉越　そうですね。不動産譲渡に
始まって、相続にビジネスを広げ
ながら、事業承継や組織再編成を
プラスしてきました。だから、今
は三位一体。提供するサービスの
レパートリーが広がっていると思
います。

提案力が高額報酬を生む

―代表になられたのはどのような経緯だった
のですか？
玉越　指名を受けたのが、本郷が
６５歳のときでしたので、弊社に
おける事業承継の時期と考えてい
たのだと思います。
―いまは５０名弱の組織になっていますが、
資産税におけるブランドや名声では、何百、
千名規模の事務所と同列であるところがすご
いですよね。
玉越　ありがとうございます。例
えるなら、うちは専門商社であり
ブティックなんです。監査法人系
のＢＩＧ４をはじめとする大手事
務所は、総合商社でありデパート
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税理士法人タクトコンサルティング
1975 年、本郷尚氏（現・会長）が横浜市に開業。
1986 年、東京に事務所移転。資産税コンサルティ
ングを主力に業務特化。以来、資産税分野において、
確固たる地位を築いてきた。2012 年に、現在の玉
越（賢治＝代表）体制に移行。法人分野も含め、業
容を拡大している。従業員４９名

ですよね。うちは全ての診療科目
があるのではなく外科しかない。
そんなイメージですね。
―今、専門とされているのが、先程の３つの
分野ですよね。もうひとつ特徴的なのは「対
策」にポジションしていることですよね。
玉越　はい。お客様への提案の段
階から入れるのがうちの強みだと
思っています。もちろん対策する
だけではなくて、申告業務、およ
び申告後の税務調査も含めて全部
対応しています。
―よく耳にするのは、タクトさんの生産性の
高さです。
玉越　効率は高いと思います。も
ともと本郷が事後処理型ではなく
事前コンサルティングを選び、他
の事務所と違うことをやろうとし
たところからスタートしています
ので、そこは崩したくないし、守っ
ていきたいと思っています。
―報酬体系はどのようになっていますか？
玉越　提案と実行は別の報酬体系
になっています。申告業務は実行
業務に含める場合と、含めずに顧
問の先生にお願いする場合とがあ
ります。いずれにしても、事前に
報酬見積りをして、後で報酬のこ

とでトラブルにならないよう心が
けています。
―会計事務所の業務の枠組みには、そういう
商品はありませんよね。だから報酬をいただ
きにくいのではないですか？
玉越　そうですね。これは他の会
計事務所の先生に「よくそれで報
酬がいただけますね」と言われま
す。
―それは、一般の会計事務所ではすでに顧問
報酬をいただいているために、こうしたコン
サルティングフィーを別途でいただきにくい
ということですよね。
玉越　弊社はもともと顧問をやっ
ていないわけですからね。そこに
専門家が入って、それでお客様の
悩みを解決するのだから、費用が
発生するのは当然だろうと先方も
思うわけです。
　実行すればこれだけの効果が得
られますと提案する。それは、金
銭的な効果もあれば、株主間のド
ロドロした争いの解決という成果
などもあったりしますけど、そこ
に価値を見出していただければ、
報酬はいただけるはずです。
―実行報酬は成果報酬に近いかたちですか？
玉越　それは成果と困難度の兼ね

合いですね。株主がいがみ合って
いる場合などは、金銭では置き換
えにくい。その場合は、我々の過
去の経験値で見積もる場合もあり
ます。
　だから、特に料金表を用意して
いるわけではありません。経験値
的なものだと思います。成果や効
果が見えにくい場合は、タイム
チャージで行うこともあります。
　ほかにも士業の旧報酬規定や、
弁護士さんで言うところの「経済
的利益の○％」を参考にすること
もあるし、不動産を動かすことに
よってメリットがあるときは、仲
介手数料の３％を基準にする、あ
るいはＭ＆Ａに近ければレーマン
方式を利用する場合もあります。
　お客様のさまざまなニーズを解
決するのに、全くゼロから報酬を
見積もるのはなかなか難しいの
で、何らかの報酬規定を参考にし
つつ、ご提案をさせていただいて
います。
―それは、コンサルタントによってスタイル
が違うものなのですか？
玉越　私なら自分の中である程度
公式みたいなものを作っているの
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ですが、例えばそれが他の役員と
全く一緒かと言うと、そうではあ
りません。
―それも明文化されているわけではないので
すね。
玉越　要は、どこに重点を置くの
か、どんな提案内容なのか、どう
やってお客様に価値を理解してい
ただくかによって変わってきま
す。だから例えば同じような相談
内容でも、５年前の私と今の私の
提示報酬は違うかもしれません。
今では、そもそも桁が違うかもし
れません。同じ相談だったとして
も、５年前の提案と今の提案では
内容が違いますから。
　やっぱり自信との兼ね合いかも
しれませんね。今は自分がそれだ
けの価値があるものを提案できる
という自負があるし、よその事務
所には出せないよっていう自信も
あります。もちろん経験してきた
中で、もうちょっと低く提示すれ
ば案件になったのになというよう
なことは何回もありますよ。そう
いうことの繰り返しです。
―見積もりが作れるようになったら一人前み
たいな部分もありますか？
玉越　そう思いますね。弁護士さ
んとお話していても、報酬を提示
してお客様を納得させることがで
きれば、一人前だと聞きます。そ
れができないうちはまだ半人前な
のだと思います。
―替わって石川さんですが、昨年に独立され
て現在は株式会社ファルベを設立し、税理士
を中心とした専門家ネットワークを活用した
ビジネスを展開されています。それまでの経
緯をお聞かせください。
石川　私は、1997 年に東京アプ
レイザル（不動産鑑定士事務所、代表・
芳賀則人）に入所し、不動産鑑定を
経て不動産コンサルを行うように
なりました。
　その中で税理士さんと仕事をす
る機会が増えていき、タクトコン

サルティングさんのような資産
税専門の税理士さんと提携でき
れば、もっと仕事が増えるだろう
と考えました。それで2007年か
らは資産税を中心としたセミナー
を始めて、税理士さんとの関係を
築いていきました。近年は年間
３００本ものセミナーを開催して
きました。
　昨年１０月に、鑑定だけではな
く業務の幅を広げて不動産資産の
コンサルティングを行うために、
独立して株式会社ファルベを設立
しました。
―どのようなコンサルティングを行っている
のですか？
石川　事業承継の案件や納税資金
対策としての財産評価、あるいは
譲渡案件など、資産税周辺のもの
が中心です。
―独立後もセミナー活動に精力的ですね。
石川　資産コンサルティングの中
心になるのは税理士さんですか
ら、今後もネットワークを広げる
ために、セミナーは続けていきま
す。独立してからも、年間１５０
本のペースで開催しています。

全国５０事務所を超える
ネットワークを構築

―バブル以降、財産評価にもさまざまな変遷
があって、今回の相続増税につながっていき
ます。玉越先生が代表に就任されてから、相
続マーケットの熱の高まりを感じますか？
玉越　私が代表に就任したのは
2012年ですから、まさに今回の
税制改正の動きと重なっていま
す。2013 年の成立から 2015 年
の施行まで、2年弱の猶予期間が
ありました。
　先程タクトは専門商社とお話し
ましたが、我々が専門にしている
部分と一般の会計事務所の仕事は
バッティングしません。だから、

まさに相続税マーケットが広がっ
ていく状況下で、ここ数年は同業
者からの仕事の紹介が多くなって
きました。
　思いのほか同業者からのニーズ
が強かったので、提携のスキーム
を作り、ネットワークの構築の面
で石川さんにご協力いただいてい
ます。こうやって動き始めたのは、
この1年のことなのですが、北は
札幌、南は沖縄まで、既に５０を
超える事務所と提携ができていま
す。提携する事務所は、各地域の
有力な会計事務所が多いです。
―１年で５０事務所とのネットワークをつく
るというのはすごいですね。今、相続や事業
承継で全国区の会計事務所のいくつかが全国
ネットワークをつくっていますが、どうやら
いくつかの陣営に収斂（れん）されそうな気
配がありますね。
玉越　どのやり方がいいのかは私
にもわかりません。もちろん、弊
社には税務の全領域について数百
名から千人規模の大規模事務所に
対抗出来る力はありませんし、そ
のつもりもありません。ただ、こ
の資産税の分野だけでは負けたく
ないし、負けないぞという気持ち
は持っています。
―そのネットワークの拡大を石川さんが後押
しされたのですよね。
石川　そうですね。セミナーを活
用してネットワークを広げるお手
伝いをさせていただきました。
―地方にはどのような仕事が多いのですか？
玉越　業種は特定出来ませんが、
多いのは法人オーナーの事業承継
です。
―地方の会計事務所で抱えたままになってい
る事業承継案件ですね。
玉越　それが多いですが、新規で
獲得したい案件もあります。例え
ば、金融機関と組む場合と同じパ
ターンです。事業承継の切り口を
付加価値として新規の獲得を狙う
場合ですね。

▶42ページへつづく
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―タクトさんはもともとどのようなチャネル
で仕事を獲得してきたのですか？
玉越　弊社は不動産税務の分野か
らスタートしたので、不動産会社
からのご紹介がベースです。濃淡
の差はありますが、大半の大手や
関東圏の地場の不動産会社さんと
はお付き合いがありますね。
　それに組織再編、事業承継の業
務が加わったことで、銀行、証券、
保険などの金融機関とのお付き合
いも広がりました。これも程度の

差はありますが、メガバンクや地
銀、大手証券会社、大手保険会社
等とお付き合いしています。
―玉越先生が代表に就任されてからは、チャ
ネルに変化がありますか？
玉越　私が今力を入れているのは
同業の先生方との提携、アライア
ンスですが、先程説明したように
そのチャネルは大きく増えまし
た。
―事業承継の分野では、まだライバルがいな
いのではありませんか？
玉越　いえ、大手をはじめ競合す
る事務所もいくつかあります。い
いご提案をされているケースもあ
り、弊社もそれに負けない提案を

しているつもりです。

唯一無二の「タクト流」、
その中身を解剖

―今回の相続増税で、マーケットに目立った
動きはありますか？
玉越　相続専門の事務所が増えて
いますが、今のところバッティン
グすることはあまりありません。
対象としている層が違うのか、あ
るいは弊社が申告だけでなく提案
段階から係わっているからなのだ
と思いますが、どの層を相手にど
のような手法でビジネスをされて
いるのか、弊社にはわかりません。
―それは、御社のお客様が富裕層が中心だか
らでしょうか？
玉越　そうかもしれません。資産
規模は特に下限を設けていません
が、ご満足いただける提案をしよ
うとすると、それなりの財産規模
がないと難しいと思います。
　財産規模が小さければ、「小規
模宅地の特例」や、「生命保険の
非課税枠の活用」といったご提案
に限られてきます。そう考えると
財産規模が５～１０億円というの
が現実的な下限かと思います。
―今、相続系の事務所は生前対策に乗り出し
ています。
玉越　弊社では、今回の相続増税
で増えるマーケットは対象にして
いません。いくつかの大手の金融
機関から、ビジネスにしたいから
手伝ってほしいと言われました
が、弊社の人数では対応できま
せん。弊社が１００人、２００人
体制になれば別でしょうが、今の
５０人規模の体制ではこの層を
ターゲットにするには無理があり
ます。
―規模を追求していこうという考えはないの
でしょうか？
玉越　ないというより、採用基準
に拘りがある上、独立していくか
らできない（笑）。１００人ほど
の体制にしていきたいと考えてい
ますが、採用とのアンバランスで
なかなか思うようにはなりませ
ん。

▶６ページからのつづき

SPECIAL対談
税理士法人タクトコンサルティング　玉越賢治 氏
株式会社ファルベ　石川真樹 氏

税理士法人タクトコンサルティング・玉越賢治
氏（写真左）と株式会社ファルベ・石川真樹氏（同
右）。タクトコンサルティングのエントランスに
て
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―今、貴事務所が力を入れている事業承継で
は早急な対策が求められていますね。
玉越　ありがたいのは、会計事務
所からの紹介なら同じ目線で仕事
に取り組めますので、お客様に対
してニュートラルなご提案、お客
様の最大メリットを得られる提案
ができることです。
―提携する事務所からは、どのぐらいの案件
が出てくるのですか？
玉越　提携をはじめてから、予想
以上の売上につながっています。
そこには弊社と組む期待を感じま
すし、当然我々もそれに応えるつ
もりで臨みます。一般に、会計事
務所では人を余らせているわけで
はありませんから、ルーティン
業務以外に人手を割けない状況で
す。その点弊社では、全員がプロ
ジェクト方式で案件に関わるので
柔軟に対応ができます。
―それは、かつて本郷先生が顧問スタイルを
捨てたからこそ、できる形ですね。
玉越　おそらく本郷はそこまで戦
略的に考えたわけではないと思い
ますよ（笑）。２００件もあると、
毎週のように税務調査の対応が続
き、そのような後処理型の仕事か
ら脱却したいと思ったと話してい

ました。それが本心だったかどう
かは知りませんが、それを譲って
しまう割り切り方は、すごい決断
だったと思います。

地方の案件は、掘り起こせ
ばまだまだある
　
―石川さんは、相続増税後のマーケットで目
立った動きを感じますか？
石川　税理士さんよりも、その周
辺が活発に動いていますね。
―それはどのようなところですか？
石川　保険会社や、会計事務所向
けに営業している会社など、何か
とつながっている組織や企業で
す。地方はその傾向がより強く、
ハウスメーカーと保険会社の動き
が目立っているように思います。
　ファルベは独立系のネットワー
クとして、相続マーケットを税理
士さんの周辺のものではなく、税
理士さん中心のマーケットにして
いきたいと考えています。弊社を
活用して上手くアライアンスを組
んでいただけることで、事務所の
収益につなげられるようにお手伝
いしていきたいと思います。

―今後の展望を聞かせてください。
石川　今後はオンラインで全国の
税理士さんにセミナーを配信して
いきます。そこで多くの事務所と
一緒にアライアンスを組み、ネッ
トワークを広げていきたいです
ね。現状では、地方ではまだエ
ンドユーザーの問題に対し、何も
出来ていない状況です。そうした
こともお手伝いしていきたいです
ね。
―地方にはそうした案件があるんですね。
玉越　ここまであるとは思いませ
んでした。地方は地方で大きな会
社があります。今のところ提携事
務所は太平洋ベルト地帯に多いの
ですが、それぞれの地域で案件を
抱えたまま悩まれていた事務所も
多く、声をかけてみたら思いのほ
か反応がありました。
―ネットワークはどのくらい広がりそうです
か？
玉越　来るものは拒まず広げてい
こうと思っています。少なくとも
各県に１事務所は提携していきた
いと思っています。
―今後の進展が楽しみですね。お二人とも本
日は貴重なお話をありがとうございました。

（坂本かずのり）

株式会社ファルベ　代表　石川真樹
1997 年、不動産鑑定士事務所の株式会社東京アプレイ
ザルに入社。2003 年に同社でセミナー事業部を立ち上
げ、以来１１年にわたり事業部最高責任者として勤務。
自らもセミナー講師として登壇する一方、相続・不動産
ビジネスの新たなマーケットを開拓し、同社の業績に貢
献。2014年に独立し、株式会社ファルベを設立。セミ
ナーの企画・運営に加え、相続ビジネスにおける新しい
ソリューションシステムの構築を目指す


