
 

News Release                 株式会社エフアンドエム 

 

各位                            平成 16 年 12 月 14 日 

弥生株式会社、株式会社ＮＴＴデータと業務提携のお知らせ 

～会計事務所向け支援ブランド「Tax House」事業でのシステム連携～ 

 

株式会社エフアンドエム（大証ヘラクレス コード番号：4771）はこの度、当社が推進する      

「Tax House」事業（注 1）において弥生株式会社（東京都中央区 代表取締役社長 平松庚三）

ならびに株式会社ＮＴＴデータ（東京都江東区 代表取締役社長 浜口友一）と業務提携しました

のでお知らせいたします。 

注 1：添付資料参照 

 

１．提携の目的 

当社が推進する「Tax House」事業において、当社がこれまで培ってきた、経理・記帳業務の   

工程管理システム及び顧客管理システムと、弥生株式会社が開発・販売する会計ソフト、株式会社

ＮＴＴデータが開発・販売する税務ソフトのシステム連携および提携各社のソリューションノウ 

ハウを加えることで、これまでにない画期的で効率性の高い会計事務所業務ならびに顧客の利便性

を実現することを目的とします。 

 

２．提携各社の役割 

● 株式会社エフアンドエム 

・ Tax House 事業に加盟する会計事務所およびその顧客に対し、弥生株式会社が提供する会計ソ

フトならびに株式会社ＮＴＴデータが提供する税務ソフトの導入を推奨します。 

・ Tax House 事業に加盟する会計事務所に対し、顧客管理システム及び工程管理システムを提供

します。 

● 弥生株式会社 

・ 同社で販売するソフトウェアを提供し、Tax House 事業で使用する顧客管理・工程管理ソフト

とソフトウェア連携致します。 

・ 「弥生 PAP 会員」（注 2）への Tax House 事業への参加について、当社に対し側面的に協力しま

す。 

・ Tax House 事業において今後発生する会計ソフトなどのシステムおよびノウハウを提供します。 

注 2：「弥生 PAP 会員」とは弥生株式会社が主催する同社の「弥生シリーズ」ユーザー会の会員。（税

理士・公認会計士を中心とし、会計ソフト等業務ソフトの販売、サポートを推進する「弥生シリーズ」ユーザ

ーを指す） 

● 株式会社ＮＴＴデータ 

・ 同社で販売するソフトウェア「達人シリーズ」（注 3）を提供し、Tax House 事業で使用する顧

客管理ソフトとソフトウェア連携致します。 
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・ Tax House 事業において今後発生する税務ソフトなどのシステムおよびノウハウを提供します。 

注 3：「達人シリーズ」とは 2001 年に発売を開始した税務申告書作成ソフト。入力画面に新しい

技術を取り入れ、作成する帳票そのままのイメージ入力を実現しています。また、データベースに

は Microsoft SQL Server 2000 を採用し、柔軟なネットワーク対応により会計事務所内のデータ

管理を簡便にしています。さらに、1タイトル 47,250 円から 97,750 円での価格体系により、会計

事務所内の業務の効率化と共にコスト負担の効率化も実現しています。 

 

３．ニーズの背景 

会計事務所が小規模法人、個人事業主の会計、税務業務を行う場合、従前の方法では対応顧客数

に限界がありました。さらに、顧客（税務申告者）から見た会計事務所は、コストが見えにくい   

などの理由から接触のしにくい存在でした。しかし、顧客のアウトソースニーズは今後も増加して

くることから、より親しみ易い会計事務所とより効率的な会計事務所の業務処理を確立する必要が

あります。 

・ 消費税免税基準の引き下げにより、消費税申告対象者（小規模法人、個人事業主）が１４０万

人増加するといわれています。これにより、煩雑な各種届出業務及び消費税申告用の会計処理

を行うことが必要となり、これまで自前で行っていた経理業務を会計事務所に依頼する、アウ

トソースニーズが高まります。 

・ 青色申告特別控除制度の改正により複式簿記による申告者（小規模法人、個人事業主）が増加

します。これにより、煩雑な記帳処理を行うことが必要となり、これまで自前で行っていた経

理業務を会計事務所に依頼する、アウトソースニーズが高まります。 

 

４．提携による効果 

● 株式会社エフアンドエム 

・ Tax House 事業の加盟税理士・公認会計士およびその顧客に対し、高品質で価格優位性を持っ

た弥生株式会社、株式会社ＮＴＴデータの税務・会計ソフトおよびソリューションシステムの

導入を推奨することで、Tax House 事業加盟税理士・公認会計士の円滑な業務遂行を可能とし

ます。また、加盟税理士・公認会計士の新規顧客層の開拓及び新規顧客獲得を促進し、加盟  

会計事務所の経営の安定化を支援します。 

・ 弥生株式会社が「弥生 PAP 会員」および同社のユーザーの Tax House 事業への参加について、

当社に対し側面的に協力することで、Tax House 事業加盟の促進が図れます。 

・ 弥生株式会社、株式会社ＮＴＴデータと協力することで、Tax House 事業において加盟会計事

務所に対し、顧客管理から会計、税務申告までのワンストップソリューションの提供が図れま

す。 

● 弥生株式会社 

・ 当社が Tax House 事業の加盟税理士・公認会計士およびその顧客に対し、高品質で価格優位性

を持った弥生株式会社の会計ソフトおよびソリューションシステムの導入を推奨することで

収益機会の増大が図れます。 
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● 株式会社ＮＴＴデータ 

・ ＮＴＴデータは、Tax House 事業の加盟税理士・公認会計士に対し、当社の税務ソリューションである

「達人シリーズ」を積極的に展開するとともに、Tax House 事業で使用する顧客管理ソフトと連携する 

ことにより、Tax House 加盟の会計事務所の税務処理の標準化と効率化を実現し、高品質かつリーズ

ナブルな価格の税務申告サービスを実現します。 

※ 「達人」は株式会社ＮＴＴデータの登録商標です。 

※ その他記載の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

 

５．業績に与える影響 

本件において当期業績に与える影響は軽微です。 

 

６．提携会社の概要 

● 弥生株式会社【URL：http://www.yayoi-kk.co.jp】 

代表者：代表取締役社長 平松庚三 

所在地：東京都中央区明石町 8番 1号 聖路加タワー29F  

資本金：34 億 9,800 万円 

従業員数：300 名 

主な事業内容：業務ソフトウェアおよび関連サービスの開発・販売・サポート 

● 株式会社ＮＴＴデータ【URL：http://www.nttdata.co.jp/】 

代表者：代表取締役社長 浜口友一 

所在地：東京都江東区豊洲 3-3-3 豊洲センタービル 

資本金：1,425 億 2,000 万円 

従業員数：7,232 名 

主な事業内容：システムインテグレーション事業、ネットワークシステムサービス事業 

 

７．当社概要 

株式会社エフアンドエム【URL：http://www.fmltd.co.jp/】 

代表者：代表取締役 森中一郎     

本社：大阪府吹田市江坂町 1-23-38     

資本金：8億 2,600 万円 

従業員数:202 名 

上場市場：大証ヘラクレス（コード番号：4771）     

主な事業内容：個人・法人向け経理・記帳代行業、中小企業コンサルティング事業、    

ISO 支援コンサルサルティング事業 

以上 
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【本件に関するお問い合わせ】 
TEL：06-6339-7177      
FAX：06-6339-7184 
担当：小林篤 
e-mail：info@fmltd.co.jp 

http://www.yayoi-kk.co.jp/
http://www.nttdata.co.jp/
http://www.fmltd.co.jp/


添付資料 平成 16年 7月 21日発表済資料  

 

                             平成 16 年 7 月 21 日 
各位 

 
「TAXHOUSE」（タックスハウス）1 号店をオープン 

～税理士・公認会計士の顧客獲得支援を本格化～ 
 
株式会社エフアンドエム（大証ヘラクレス コード番号：4771）はワンストップ・ファ

イナンシャル・ショップ「TAXHOUSE」ブランド店舗展開のトライアル店舗として      
大阪府吹田市に第一号店をオープンいたします。 
・ オープン予定日：平成 16 年 7 月 21 日 
・ オープン予定地：大阪府吹田市江坂町 1-18-15 みづるビル 
１．「TAXHOUSE」とは 
当社が現在までに培った経理・記帳代行サービス、中小企業コンサルティング・マーケティングノウハ

ウを、税理士・公認会計士に対し提供し、「TAXHOUSE」という統一ブラランドの店舗展開をしていくも

のです。 

●ブランドコンセプト 
・ お客様が気軽に入ることのできる空間 

・ お客様がワンストップで相談できる環境 

・ お客様が安心して任せることのできる品質 

上記のコンセプトのもとに目指すのは「ワンストップ・ファイナンシャル・ショップ」です。

「TAXHOUSE」では今までの有資格者事務所のイメージを払拭することで、多くのクライアントの来店

を誘致します。その結果、より適正な価格で便利なサービスを提供できることができます。 

●エフアンドエムの役割 
エフアンドエムは出店を希望する税理士・公認会計士に対し「TAXHOUSE」の商標使用を許諾すると

ともに、マーケティング指導を行います。マーケティング指導とは、当社において前期より約 1 年間にわ

たり開発した税理士事務所のクライアント獲得手法が確立されたことから、このたび税理士に対しクライ

アント獲得ノウハウの提供や、商品戦略の企画・指導等を行うことと致しました。また、店舗運営に不可

欠な顧客管理システムの提供もあわせて行います。 

●「TAXHOUSE」の営業内容 
「TAXHOUSE」の各店舗では、通常の税理士業務に加え、FP（ファイナンシャル・プランナー）とし

て相談・依頼を受け付けます。 

＜提供する主なサービス＞ 

・ 年金分野の相談  ・個人・法人の公的助成金、補助金情報の提供 

・ 経理・記帳代行  ・不動産活用・運用に関する助言・指導 

・ 生損保の見直し及び情報提供  ・住宅ローンの見直し ・その他金融商品の取り扱い 

 4



２．今後の展開 
●店舗展開 
今秋より加盟希望者の本格募集を開始し、3 年後には 1,000 店の出店を目標にしてまいります。 

●サービス展開 
将来的には銀行・保険・証券等の金融機関や税理士を中心とした弁護士・司法書士・社会保険労務士等

の専門家とのネットワークを確立し、ワンストップ・ファイナンシャル・ショップを構築してまいります。 

●業績に与える影響 
本件において当期業績に与える影響は軽微でございます。 

３．会社概要 
株式会社エフアンドエム【URL：http://www.fmltd.co.jp】 

代表者：代表取締役 森中一郎    本社：大阪府吹田市江坂町 1-23-38    資本金：8 億 2,600 万円 

上場市場：大証ヘラクレス（コード番号：4771）    主な事業内容：個人・法人向け経理・記帳代行業、

中小企業コンサルティング事業、ISO 支援コンサルサルティング事業 

 

 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

TEL：06-6339-7177 FAX：06-6339-7184 

担当：小林篤、池上みどり 

e-mail：info@fmltd.co.jp 

 

☆ 参考資料 
店舗イメージ                       

※ 記載されている会社名及び製品名等は、各社の商標または登録商標です。 

以上 

     ロゴマーク 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 「TAXHOUSE」は現在登録商標出願中です。 
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