嘉伸

谷川美紀

アメックスの決済ソリューションを駆使して顧問先を支援するアヴァンギャルド・スターシップグループ

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル，Ｉｎｃ．法人事業部門 副社長

株式会社アヴァンギャルド会計結社 代表取締役兼ＣＥＯ／株式会社スターシップホールディングス 代表取締役兼ＣＥＯ 畠

アメリカン・エキスプレスとの協業で顧問先のカード決済を推進
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アメリカン・エキスプレス・インターナショナル,Ｉｎｃ．の谷川美紀副社長（左）とアヴァンギャルド・スターシップグループの畠 嘉伸先生（右）
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年、国税のクレジットカード納付ができるように

谷川

当社は、畠先生のように顧問先へク
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決済の繰り越しやポイントを使った経費削減、顧問料などの未回収リスクの予防、不正経理の予防など、法人カード決済には企業にも会計
事務所にも多くのメリットがある。時代の流れがキャッシュレスへと向かうなか、平成
なったこともあり、この法人カード決済が脚光を浴びている。そこで今回は、顧問先へクレジット納付を積極的に推進している北陸最大の
コンサルティングファームであるアヴァンギャルド・スターシップグループと、日本の中小企業へのカード決済の普及を精力的に進めてい
るアメリカン・エキスプレス・インターナショナル を取材した。日本における法人カード決済の現状や、会計事務所とクレジットカード会
社との協業について、アヴァンギャルド・スターシップグループ 株式会社スターシップホールディングス代表取締役兼ＣＥＯの畠 嘉伸氏
（写真右）と、アメリカン・エキスプレス・インターナショナル，Ｉｎｃ．法人事業部門 副社長の谷川美紀氏（同左）にお話を伺った。

会計事務所とクレジットカ

本日は、北陸地域最大級のコ

ード会社の協業
︱︱
ンサルティングファーム、スターシ
ップホールディングスの畠代表と、
世界トップブランドのクレジットカ
ード会社、アメリカン・エキスプレ
ス・ イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル 法 人 事 業
部門の谷川副社長に、両社の協業に
ついてお聞きします。まずは、顧問
先黒字率が約７割という実績を誇る
アヴァンギャルド・スターシップグ
ループの沿革と現在の基幹事業につ
いて、畠先生にお伺いします。

カード納付ができるようになり、キ

日の支払いの

ャッシュフローがとても楽になりま
した。例えば、３月

ときにカード決済で支払うと翌月の
決済になるので、１カ月の猶予がで
き、とても便利です。
もう１点は、限度額が決まってい
るクレジットカード会社さんが多い
なか、アメリカン・エキスプレスさ
んは一定の可能枠を設定せず利用可
能枠がカード会員様毎に設定される
ということです。これもとても便利
だということで、お客様が喜ぶこと
を第一に考え、アメリカン・エキス
プレスさんと協業するに至りました。
私は、国税のクレジット納付を推
進すべきとの考えですので、アメリ
カン・エキスプレスさんの対応は大

スターシップホールディングスでは

のニーズがあります。アメリカン・

業する会計事務所が増えていますが、 変ありがたいと思っています。
現在は、そのＭ＆Ａ業務と人材紹

数あるクレジットカード会社のなか

エキスプレスの法人事業部門は法人

Ｍ＆Ａ事業に取り組み始めました。

所創業になります。私自身はＭ＆Ａ

介事業を中心に、中小企業の事業承

で、なぜアメリカン・エキスプレス

に対するスキームを構築し限度額に

年の会計事務

や企業再建など、いくつかの会社で

継、およびゴーイングコンサーンを

を選ばれたのでしょうか。

対しても柔軟に対応できますから、

始まりは、昭和

さまざまな仕事に携わった後、平成

テーマに、お客様の１００年企業の

畠

決済ができます。これが一番の理由

レジット納付を推進される先生や、

国税のクレジット納付は多く

年より税理士法人畠経営グループ

実現に向けてサポートさせていただ

での経験を経て、平成

︱︱

です。昨年から、国税のクレジット

アメリカン・エキスプレスさん

年９月代表

納付に際して多様な選択ができます。

目的に、クレジットカード会社と協

最近、顧客サービスの強化を

は、固定費以外もクレジットカード

畠

15

いています。

年

年から
18



29

月に新しい

社員を辞任、平成

その経験を生かして、平成

会計法人を設立しました。そして、

30
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ご希望される全国の会計事務所さん

クレジット納付に関するフォローを

応じ、それぞれ抱えている課題にソ

人事業部門は、法人様のステージに

谷川

ただきたいと思っています。カード

手不足の生産性効率化に役立ててい

だき、キャッシュフローの改善や人

尚更できる限りカードを使っていた

アメリカン・エキスプレス法

と協業させていただいています。
リューションを提供することを指針

ーの改善を進めていただきたいと思

を使っていただき、キャッシュフロ

その軸となるのが、カードを使う

としています。

中小企業のクレジットカー
ドを活用するメリット
実際、カード決済は日本にお

ことによって経費の可視化を実現し、 っています。
経営の効率化を図っていくことです。 ︱︱

アメリカン・エキスプレスで

︱︱
将来的には、そのデータを利用した

費の見える化を提唱されていますが、 サプライヤーさんとの交渉にも活用
谷川

か。

ベンチャーや個人経営の企業様は

エリアを拡大しているところです。

ど進んでいないのが現状で、特に法

日本ではカード決済がそれほ

いてどの程度進んでいるのでしょう

は法人に対し、カード決済による経

できるようになると考えています。

その事業方針についてお話しくださ

ョンの領域は拡大しています。今後

い。

︱︱
は可能エリアを拡大し、顧客満足度

仕入れの分野におけるカード

利用の現状はどうなっていますか。
を一層高めていきたいと考えていま

さまざまなカード決済の
メリット

年前に歯科業

仕入れ決済は
す。

谷川
界からスタートし、獣医師業界へと
そのほかに仕入れ決済の推進

︱︱

カード利用のメリットをどう捉えて

広がっていきました。ですから、保

谷川

いますか。

株式会社日本 M&A センター（東証一部）にて、後継

者難の企業に対する M&A コンサルティング、M&A

による企業再建コンサルティングを手がける。その後、

人やＢ２Ｂにおいてそれが顕著です。
カードを使える場所がそもそも少な
いうえに、カード利用は一般消費財
や接待交際費にほぼ限定されていま
す。しかしカード活用で一番効果が
ある経費はその大きさから言って仕
入れや販売管理費です。ここでカー
ドを使える環境をつくることが、当
社のミッションです。そのうえでお
客様にカードを持っていただき、経
営の効率化を目指していただく。そ
のようなビジョンを立てています。

支払いの部分で改ざんや私的利用と
いった事例は挙がっていません。カ
ード決済では明細がしっかり出ます
から、架空の経費をつくりにくいの
です。そのぶん、われわれの仕事も

ですから、ＩＰＯ〔株式公開

実はとても高いのです。ＩＰＯをす

）〕 を し
（ Initial Public Offering
たいと考えているお客様のニーズが

谷川

畠先生は、税理士の立場から、 楽になります。

本の中小企業のなかで最も就業人口

畠

︱︱

ただ、今では、当社のパートナー
が多く、オリンピック需要で伸びて

NPO 法人スターシップ農商工連携支援機構 理事長。

カード決済は、税務調査におけ

企業は各業種にあり、直近では医療

る信ぴょう性が高くなるという利点

アヴァンギャルド会計結社」の代表取締役に就任しました。

いる業種ですので、特に力を入れて

式会社アヴァンギャルド会計結社 代表取締役兼 CEO。

るにはガバナンスを強化しなければ

に商号変更。私は平成 30 年 12 月 10 日に新設した「株式会社

を強化している業種はありますか。

本部長を経て、2019 年 1 月より現職。
就任。平成 30 年 12 月、株式会社アヴァンギャルド

有率としては今もこの２業界が高く

レクターとして従事。2014 年に法人事業部門の営業
プホールディングスを設立し、代表取締役兼 CEO に

業界における広がりが顕著です。医

株式会社スターシップ人財銀行 代表取締役 CEO。株

建設業界が挙げられます。日

ケティングマネージャー、その後マーケティングディ
営グループ）入社。平成 18 年、株式会社スターシッ

があります。当社がこれまで関わっ

社スターシップホールディングス 代表取締役兼 CEO。

なっています。

手パートナーのアカウントマネージャーを経て、マー
る。平成 16 年、畠税理士事務所（現税理士法人畠経

カード推進を行っています。業界を

昭和 48 年生まれ。米国公認会計士・税理士。株式会

6
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レスに入社。個人事業部門で営業職に従事した後、大
興市場への公開支援業務、企業価値評価業務を手がけ

業系の求人サイトもカード決済でき

■畠 嘉伸（はたけ・よしのぶ）

なりませんが、そのための方法の一

月 30 日をもって代表辞任しました。平成 30 年 12 月 25 日に

法人事業部門 副社長。大学卒業後、大手旅行会社でキ

てきた税務調査のなかでは、カード

「畠 & スターシップ税理士法人」は「税理士法人畠経営グループ」

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル ,Inc.

より細分化し、仕入れ決済ができる

平成 16 年に入社した「畠 & スターシップ税理士法人」は本年 9

■谷川美紀（たにがわ・みき）

るようになるなど、決済ソリューシ

会計結社を設立し代表取締役兼 CEO に就任。

ャリアをスタートし、2002 年アメリカン・エキスプ
監査法人系公認会計士事務所にてベンチャー企業の新

10
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つがカード決済なのです。
メインにカード営業をしていると思

るのは、やはり、中小企業の最も身
ものがたくさんあります。決済だけ

谷川

います。

近なファイナンスアドバイザーであ
ではない企業の課題、ニーズ、企業

そういったことをアドバイスでき

る税理士の先生方です。私たちが会
の成長にどこまで貢献できるかを、

あるアメックスとの協業

会計事務所にもメリットの

私たちは常に考えています。

カードだけでは解決できない

計事務所と協業する理由のひとつは

カード決済のもうひとつの利

そこにあります。
︱︱
点として、ポイントがあると思いま

アメックスカードは、一部対

すが、その活用事例をご紹介くださ
い。
谷川

こともできます。中小企業の人材不
んは、ポイントの活用方法が実に多

特に、アメリカン・エキスプレスさ

しゃるので、経営課題や戦略のサポ

パートナー企業様や加盟店がいらっ

ーシップがあり、業界ごとに様々な

カード決済のメリットを最初から認

個人カードを持っていらっしゃって、

畠

すか。

仕入れ決済や国税が法人カー

足は深刻な問題です。人材確保とい
様で、大変喜ばれています。
ートとなるようなご提案が可能であ
識されている方が多いと思います。

︱︱

う意味でも、社員の方の福利厚生に
谷川
ると考えています。

象外などもありますが、１００円で

ポイントをお使いいただくのは、最
ントは支払いにも充当できるので直
︱︱
されるメリットというと、やはりポ

ドで決済できるのですね。これに対

も即効性のある活用法と言えるかと
接経費の削減になります。更に我々
クレジットカード会社というより、

イントですね。法人税をカードで払

１ポイントが付きます。このポイン

思います。当社でも強くお勧めして
が目指しているのは、単なるカード
中小企業にソリューションを提案す

ったポイントで社員旅行に行けたと、

し、クライアントの反響はいかがで

いるところです。
決済を超え、これから起業を考えて
るコンサルティング会社という印象

大変喜んでいただいています。

トを、例えば福利厚生の資金に回す

会社の規模が大きくなるにつれ、
いる方から中堅企業におけるまで企
です。
確かに、クレジットカードの営

そのような話を聞くと私もうれし

そうでない方でも、真っ先に実感

特に医療関係ですと、もともと

経費の可視化や経営の効率化へとそ
業の発展を後押しする存在となるこ
畠

ありがとうございます。ポイ

の効果が広がっていくだろうと考え
とです。我々は中小企業を専門とし

アメリカン・エキスプレスは

ています。

の方にその話をされ、その方を紹介

とに、その社長さんが友人の経営者

畠

かせください。

対応について、畠先生の感想をお聞

す。数字周辺の話しかできない税務

ルアップにもつながると感じていま

学ぶことが多いようで、社員のスキ

担当者が同行しますと、いろいろと

点が違いますので、そのような点で

谷川

ぐことができ、大変助かっています。

くれますので、クレームを未然に防

点なども、随時、税務担当に伝えて

くなりますが、さらにありがたいこ

していただくというおまけまで付い
にはこれまで数十社のご紹介をさせ

担当者にとって、お客様（経営者）

もお役に立てて光栄です。われわれ

業というより、コンサルティングを

てきました。
ていただきましたが、いつも営業の

の趣味・嗜好、家族構成まで話題を

は常に、パートナー様が求めている

ポイントはお客様に喜ばれます。 た営業です。多くの企業様のメンバ

谷川
方が訪問して、事細かくクライアン

広げられるアメリカン・エキスプレ

ものを事前に理解し、パートナー様

畠

営業がいて、法人会員からのご紹介
トに内部説明をしてくださいますの

スの営業の方のコミュニケーション

に提供できる付加価値を探しながら

アメリカン・エキスプレスさん

やパートナー企業様との協業に注力
で、とても安心しています。国税の

スキルを見ることは、とても勉強に

活動しています。

ド払いにしたい」という要望にも、

私の「Ｍ＆Ａの成功報酬もカー

われわれと士業の方々とで観

しています。会計事務所様との協業
クレジット納付にしても、紹介先に

なります。

私たち法人事業部門は全国に

は今後の主軸となっていくと思いま

訪問して納税完了を見届ける対応ま

その上、アメリカン・エキスプレ

し こう

す。できる限りお客様に対面で直接
でしていただいています。

スの営業の方がお客様対応上の留意

畠

お話をし、その企業のニーズをヒア

また、その営業の方に当社の若手

迅速に対応していただきました。す

リングしたうえでご提案することで、
個々のお客様のニーズにお応えして

ぐに確認を取ってくださり、今はＭ
＆Ａ事業でもカード決済を取り入れ

います。
その結果、お客様が何らかのメリ

にとっても、お客様にとってもよい

介いただけます。そして、われわれ

れば、知り合いの経営者の方をご紹

材紹介業のあっせん手数料など、さ

どん増やしていただいています。人

では、カード決済できる分野をどん

そのようにして、当グループ８社

ています。

循環が生まれます。我々は、法人会

まざまな分野に派生しています。

ットを実感され、感動していただけ

員様、パートナー企業様、アメック

発行の事業をひとつの流れのなかで

当社は、カードをご利用いた
だける加盟店開拓の事業と、カード

くお客様やパートナーとなった会計

行っており、それが強みになってい

谷川

の関係をベース
ス の Win-Win-Win
にしています。一方的な営業ではな

事務所様と一緒に発展していく方法

まず加盟店になっていただき、お

ます。
アメリカン・エキスプレスの

を創っていきたいです。
︱︱
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投資と考えるかだと思います。
んの展望をお聞かせください。

発行する。この流れのなかで、加盟

客様を紹介していただき、カードを

くなります。

リスクも防げますし、業務効率もよ

メリットがあると思います。未回収

当社でも以前は、売掛金を自動振

店様にもカード会員様にもメリット
をご提供できます。そしてわれわれ
替で取っていたため、残高不足で引

Ｗｉｎ

も 含 め、 ３ 者 が Ｗ ｉ ｎ
き落としができないという事例が多

解決されました。

ード決済にしたところ、その問題は

てはつらいところです。そこで、カ

なければなりません。担当者にとっ

が顧問先に支払いをお願いしに行か

く、これが悩みの種でした。担当者

Ｗｉｎの関係になれるような仕組み
をつくっています。

未回収リスクをなくす
顧問料のカード決済
会計業界では今、顧問料のカ
カード決済手数料をどう扱うかは

︱︱
ード決済ニーズが多いのですが、ア
検討する余地がありますが、時代の
流れはキャッシュレスですから、税

メリカン・エキスプレスではいかが
ですか。
理士法人もその流れに逆らうわけに

ですので、クライアントが希望す

顧問料のカード決済を導入す

の決済は可能となります。顧問料が
れば、グループ内の全ての支払いに

谷川

カード決済可能となれば、こちらか

おいてカード決済を容認しています。

はいきません。クライアントのニー

らもご紹介はしやすくなります。で
谷川

るか否かのご相談を頂いたのち、ア

すので、私たちが日々出会う経営者

どの無駄な作業が減り、業務効率化

ズに応えることが、われわれの使命

の方々には、全ての経費をカードに

が図れます。われわれはカードの手

メリカン・エキスプレスの加盟店に

集約することをご提案しています。

数料を頂いていますが、それをコス

なわけですから。

会計事務所がクレジットカード

なっていただくことにより、顧問料

畠

トと捉えるか、生産性向上のための

みに期待したいところです。

カード決済にすれば、回収な

会社の加盟店になることは、多分に

が可能です。

います。時代の流れは間違いなくキ

これまでカード決済ができなかった

アメリカン・エキスプレスの加盟店

は、全国、各業種いらっしゃいます。

のご希望決済額にお応えできますし、 仕入れ決済におけるパートナー企業

鋭意努力させていただきます。

事業のカード決済も容認していただ
ャッシュレスです。あらゆる分野が

高圧電力も、新電力のパートナー企

になっていただければ、新規開拓の

谷川

けるなど、柔軟な対応をしていただ
大きな変化の波にさらされます。ク

業を介することで、会計事務所とク

お手伝いも可能になりますし、各業

国税のクレジット納付も、お客様

いています。当社としては、お客様
ラウド会計ソフトの普及もそのひと

ライアントの架け橋になれると考え

とても大きな可能性を感じて

へのご提案の幅が広がり、感謝して
つでしょう。その流れがＢｔｏＢ決

谷川

います。

いるのは、個々の企業のステージ、

の入り口です。当社が常に目指して

した。カード決済はビジネスのほん

流れにいち早く取り組んでまいりま

スプレスさんの場合、企業のヒト・

のです。しかし、アメリカン・エキ

畠

でしょうか。

プレスさんに今後期待することは何

︱︱

ます。

皆様のさらなるご発展を祈念してい

ました。ありがとうございました。

︱︱

とも当社との協業をご検討いただき、

せていただくこともできます。ぜひ

種で培ってきたノウハウをご提供さ

ています。

業種、課題に合うサービスを提供し

モノ・カネに深く入り込んでおり、

畠先生がアメリカン・エキス

ていくということです。まずはベン

私たちのニーズを把握したうえで、

アメリカン・エキスプレスはこの

チャー企業のスタートアップから寄

適切な情報を適宜、ご提供ください

今日は大変貴重なお話を頂き

お声掛けいただけると幸いです。

り添い、その企業の成長に合わせ、

ます。このような協業がもっと広ま

しても、このパートナーシップがよ

また、人材不足による倒産が増え

したがって、今後は、士業の方々

りに注力してまいります。変化する

ていますが、最大の経費は人件費で

り強固なものになることを望んでい

時代のニーズに柔軟に対応し、お客

すので、アメリカン・エキスプレス

との連携の強化、および、顧客のビ

様に喜んでいただける提案をしてい

さんには、この部分で新しい取り組

ます。

くことが重要であり、当社にはそれ

ジネス拡大に寄与できる仕組みづく

カードは一種の端末のようなも

︱︱

適切なソリューションを提供してい

れば、業界、および中小企業もより

これからの士業との協業につ

いて、アメリカン・エキスプレスさ

く。それが私の描いているビジョン

発展すると思いますし、われわれと

キャッシュレスの利便性を
いち早く中小企業へ

済にも波及していくのは明白です。

畠先生には、グループ内のＭ＆Ａ

－
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「士業との協業で法人カード決済の普及を目指すアメリカン・エキスプレスの取り組み」は、「月刊

株式会社パワーズアンリミテッド 代表取締役社長
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