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TEL：088-631-8119
FAX：088-632-6543
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TEL：0883-26-0182
FAX：0883-26-0187
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高松支店

〒760-0079
香川県高松市松縄町1050-27
TEL：087-814-5875
FAX：087-814-5876

税理士法人アクシス

行政書士法人アクシス

株式会社徳島経理代行センター

株式会社マネジメント・スタッフ

社会保険労務士法人アクシス

川人広平公認会計士事務所

株式会社高松経理代行センター

有限会社エムエスサービス

旧年中は大変お世話になりました︒
本年も﹁お客様の本当のニーズは何か﹂を
常に自問しながらお手伝いさせて頂ければと
思います︒先を見越した提案が出来るよう︑
幅広くサポートさせて頂きます︒

一同

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます︒

税理士法人アクシス

税理士一同
tax accountant
今後も高品質なサービスの提供を目指し、
お客さまに満足して頂けるよう、努めてまいります。

社会保険労務士一同
N ew Y e a r 's r e so lu t ion

Social insurance worker

「組織力でお客様に貢献する」

お客様の価値観を大切に、責任をもってお仕事を

2020年に抱く私たちの抱負

させていただきます。

経営支援部

あけましておめでとうございます。2020年は 旧年中は大変お世話になりました。2019年は 以前、岸会計事務所単体で運営していた頃、

management support

時代の大きな変わり目の年です。
これまでは 新入社員の採用・育成、研修・マニュアルの充実 私の事務所では税務申告を中心とする税理
自動車産業による流通の革新が成長要因 化、人事制度の導入・運用を中心に、サービス 士業務以外の事が、職員の人数等の制約も
でした。事業所の郊外化、
ショッピングセンタ 品質向上の下地作りに注力して参りました。

あり、十分に提供できていませんでした。

ーの出現、製造業も拠点の大型化、国際化 2020年は、
「組織力でお客さまに貢献する」を 2014年に川人事務所と合同で運営を始め
が進みました。

テーマに、

てからは、各部門を組織化でき、税理士法人

事業承継やM&Aの相談が増えてきました。事業を売り
たい！買いたい事業がある！！やめようと思ってい
る事業がある！等なんでもご相談ください。

しかし現在の変化はインターネット、
スマホ ・これまでのサービスについて、仕組みによって アクシスは四国でも有数の会計事務所とな
を前提とした過去の延長線上にはない大変 品質のバラつきをなくし、
よりお役に立てるご提 りました。
化です。世界中がネットとスマホで繋がって 案を増やすこと

そして、2019年に公認会計士である川人広

います。百貨店の衰退。地銀の合併、無料サ ・セミナー等を充実化し、弊社からお客さまへの 平が運営に参画し、代表社員に加わったこと
ービスの増加はその始まりです。
また、東京、 お役立ち情報のご提供を強化すること

で、税務・経営コンサルティングを越えてさら

地方、在宅関係なく仕事ができることにもな といったことに邁進する所存です。

に実行面でもお手伝いできる体制となりま

ります。地方中小企業も大きな成長のチャン 本年もどうぞよろしくお願いいたします。

した。今年も顧問先様へ十分なサポートが

スをつかむことができます。2020年を新しい （川人 広平）

できるよう、鋭意努力する所存です。

事業の始まりとしてスタートしましょう。本年
もよろしくお願いします。
（川人 洋一）

（岸 宏次）

2 0 2 0 年 も 当 社 で の 活 動 を 随 時 発 信 致しま す！是 非 ご 覧 くだ さ い 。

instagram
@axisgroup8119
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弊社は税務会計だけでなく社労士や
行政書士など様々な専門家が充実し
ています。担当者は皆様にワンストッ
プのサービスを提供できる窓口となれ
るよう努めます。

誰にも言えないお金の悩みや経営の
悩みをご相談下さい。
「アクシスがあって良かった」と言ってい
ただける存在を目指し精進致します。

総務部
目立つ部署ではありませんが、今年も
黒子として会社の業務を支えます。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

皆様がもっと経営に集中できるよう、
皆様の総務部になれるよう尽力いた
します。何かありましたら、いつでもお
申し付けください。

何でもお気軽にご相談下さい。全力
でサポートさせて頂きます。私達はお
客様の一番身近で頼りになる存在で
あるよう本年も更にレベルアップして
参ります！

経理代行課
お客さまの総務経理業務の効率化を
通じて、本業に集中いただける環境を
作ります。業務フロー見直し、システム
導入、業務アウトソーシング受託を積
極的に展開していきます。

色々な分野でお客様のお役に立てるよ
うな総合サービス業を目指しています。
税務に全く関係がない事でも何かありま
したら是非一度お声がけ下さい！

情報・知識に翻弄される時代です。
皆様のコンシェルジュとして、必要とな
る情報等を提供できるよう更なる高み
を目指して参ります。まずはお気軽に
お電話ください。

お客様が気軽に立ち寄ることができ、忙しい業務

ラグビー日本代表の「ＯＮＥ ＴＥＡＭ」
の精神を見習い、アクシスも全社員
が協力し合って組織力でお客様のお
役に立てるように努めます。

の息抜きの場になるようなアットホームな支店を
目指しています。最寄りの際はぜひお立ち寄りく
ださい。（吉野川支店）
皆様のお困りごと、お悩み、そして夢をお聞かせ
ください！あらゆる問題を解決できるよう努めて
参りますので、本年もご指導ご鞭撻のほど宜しく
お願い申し上げます。（高松支店）

資産税部
一言に相続といっても、税金、遺産の
分割、名義変更、将来の対策など…
お悩みは千差万別あります。社内外
の専門家によりトータルで御対応致し
ますので是非御相談下さい！

人事労務部
今年1年間、人事労務部のエース
後藤が育児休業を取ります。後藤
ママの復帰を楽しみにしつつ、ひとり
ひとりがスキルアップし、さらなる品
質向上の年にしたいと思います！

今月のアクシススタッフ - 2020年の抱負 マネジメント
スタッフ代表

川人 洋一

アクシス代表

岸 宏次

アクシス代表

川人 広平

経営支援部

笠井 賢也

経営支援部

栗坂 和明

経営支援部

元木 亮介

顧客サービス部

西條 明子

顧客サービス部
１課
顧客サービス部
１課
顧客サービス部
１課
顧客サービス部
１課
顧客サービス部
２課
顧客サービス部
２課
顧客サービス部
２課
顧客サービス部
２課
顧客サービス部
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顧客サービス部
３課
顧客サービス部
３課
顧客サービス部
３課
顧客サービス部
３課
顧客サービス部
４課
顧客サービス部
４課
顧客サービス部
４課
顧客サービス部
４課
顧客サービス部
５課
顧客サービス部
５課
顧客サービス部
6課
顧客サービス部
6課
顧客サービス部
6課
顧客サービス部
7課
顧客サービス部
7課
顧客サービス部
7課
顧客サービス部
8課(吉野川支店)
顧客サービス部
8課(吉野川支店)
顧客サービス部
8課(吉野川支店)

富田 裕二
森本 香奈江
関口 奈由
森村 小夏
岩井 享謙
柴山 裕香
近藤 陽子
細川 真希
有内 大輔
冨松 薫
宮内 正弘
寺井 詩織
佐藤 美優
住友 保仁
齋藤 久
吉田 康晃
前田 雄太
谷源 裕介
渡部 千佳
橋本 法布子
広瀬 浩美
上野 由加里
石川 真理
有松 伸悟
益田 順子
長江 剛
高橋 多恵子
平田 浩治

あけましておめでとうございます。今年度はあらゆる事柄が新しくスタートする年になりますね。
オリンピック、老朽化インフラの整備、中小企業の事業承継、新時代の幕開けです！！
スパイダーマンのような模様の蝶を毎年庭で見かけます。イシガケチョウという南方系の希しい種
ですが越冬します。暖かい日ざしに羽を広げて冬の寒さに、けなげに耐えています。
より一層お客さまのお役に立てるように、社員一人一人の頑張りに加えて、「組織としてサポートし、
サービス品質を高めていける会社」になれるよう仕組みを整えていきます
様々な角度から対策の提案ができるようになります。今年のテーマは、相続・贈与税から
アプローチした事業承継対策です！！
和顔愛語を意識して動きます。
多数行を書き込めるようにと考えます。
マラソンはダイエットの手段であり、目的ではなかったはず！
走る事に満足せず、痩せたいですね。
皆様、今年もよろしくお願いいたします。個人目標は年末に片付けした家の状態を維持すること、
です！ものを増やさないのが一番ですね。
あけましておめでとうございます！今年はいよいよオリンピックイヤーです。
東京は遠いですが気持ちだけは日本全体で盛り上げたいですね。
今年は自分を甘やかさず、意志を強くもてるようにしたいと思います。
とりあえず、さぼっていたジムにまた通い始めます！
今年は健康的な生活を送りたいと思います。テニスで運動不足を解消し大好きなお菓子も控えめに
して仕事もプライベートも充実した1年を過ごせたらいいなぁ(^^♪
2020年は、年齢を四捨五入すると、30の年になります。自己研鑽に励み、年齢とともに実績を積んで
いけるようがんばります！本年もよろしくお願いします。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします！
2020年「お客様の困ったこと」を解決できるよう頑張ります！
2020年はもう少し運動をして体力をつけたいと思います。
健康に気をつけて、楽しい一年にしたいです！
今年は「行きたい場所」に三か所は行く！2019年は一か所で終わってしまったので、
繰越で五か所！資金繰りも頑張ります。
今年は、何か新しい趣味を見つけたいです。
仕事の面でも新しい発見ができたらいいなと思います。
世の中がすごいｽﾋﾟｰﾄﾞで変わっています。常に敏感に情報をｷｬｯﾁしてお客様に
提供できればと思います。本年もよろしくお願い致します。
本年もよろしくお願いいたします！今年の目標は｢免疫力をあげる！｣
そのためには何が必要なのでしょう…やはり運動でしょうか？
本年もよろしくお願いいたします。先ずは、健康第一に！そして夏開催のｵﾘﾝﾋﾟｯｸが、今から
楽しみです。
体力をつける為に、何かスポーツを始めます！何かオススメはありますか？
教えていただけたら嬉しいです。楽しい1年にします！
20代最後の年！チャレンジし続ける大人になるために、知識を深め、沢山のことを経験する1年にしたい
と思います^ ^今からとても楽しみです！
今年は昨年から始めたゴルフで120（前回154）は切りたいです。
あとは家族サービスの充実でしょうか・・・。
今年は東京五輪もあり、いい刺激を受けそうです。
その時期は多忙なのですがテレビに噛り付きます(^_^;)
新年あけましておめでとうございます。今年は多くの新しいことにチャレンジ
して行きたいと思います。本年も宜しくお願いします。
笠井雅也さんの目標と重複しますが、2020年は前職で少しかじったプログラミングの知識を
深めたいと思います。
2020年は『焦らず、イライラせず、落ち着いて行動する』を公私両方の目標にしたいと思います。
本年もよろしくお願い致します。
本年も宜しくお願い致します。沢山のお話をお聞きさせて頂けるよう日々努力して参ります。
身体第一で1年頑張っていきたいです
本年は健康に留意し、時間を有効的に使えるようにしたいと思っています。
皆様にとって良い一年となりますように！
規則正しい生活を心掛けることで体の健康を保ち、たくさんの本を読むことで心の健康を保って
いこうと思います。脳トレも必要ですね
昨年7月入社し周りの方々に支えられながら業務を行っていました。今年は一連の業務を一人で
行えるよう会計・税務の知識を深めていきたいです。
東京オリンピック・パラリンピックイヤー。2020年は先々振り返る年となるので
公私ともに記憶に残ることがしたいです。
2020年。節目の年になりそうですね。個人事業主の皆様は確定申告時期を迎えています。
精一杯お手伝いさせて頂きます。
本年もより一層お役に立てますよう、精進してまいります。さらなるご指導ご鞭撻の程、
何卒よろしくお願い致します。
2020年も息子と色々なところに出かけたいです。が、もう小学4年生。友達付合を優先されそうです。
今年も手をつないで歩きたいです。
2020年は、更なる筋肉増強を目指して、週２でジムに通えるよう、頑張ります。
体も仕事もマッチョな高橋…。努力します！
色々と激動の時代ですが、変化に対応し、一緒に乗り切っていきたいと思います。
今年もよろしくお願い致します。

顧客サービス部
8課(吉野川支店)
顧客サービス部
高松支店
顧客サービス部
経理代行
顧客サービス部
経理代行

鎌谷 郁代
小島 晴美
笠井 雅也
川又 英里

品質管理部

湊朗

品質管理部

谷本 章

品質管理部

立石 正博

資産税部

松尾 光之

資産税部

櫻井 良江

人事労務部

樫葉 稔

人事労務部

橋本 育代

人事労務部

藤田 由香

顧客サービス部
１課
顧客サービス部
２課
顧客サービス部
３課
顧客サービス部
４課
顧客サービス部
４課
顧客サービス部
５課
顧客サービス部
6課
顧客サービス部
6課
顧客サービス部
8課(吉野川支店)
顧客サービス部
8課(吉野川支店)
顧客サービス部
8課(吉野川支店)
顧客サービス部
8課(吉野川支店)
顧客サービス部
8課(吉野川支店)
顧客サービス部
経理代行

蛭子 新子
岡田 由美子
加統 香織
上田 とし子
船越 香那
篠原 明子
有田 美由貴

2019年はカラダの曲がり角で色々体質が変わっているのを自覚したので、
2020年は健康でいられるよう付き合い方を見つけたいと思います。
2020年もお客様にとって最善のご提案ができるように努めて参ります。
そしてオリンピックイヤー！とても楽しみです。
健康のために運動を少しやるのと、仕事に活かすためにプログラミング言語を少しだけ習得し
たいと思います。
2020年の幕開け､新しい部署になり初心に戻り仕事を頑張りたいと思います｡個人的にはもういい年なの
で健康第一でカラダを動かす習慣をつけたい！散歩！散歩！(笑)
2020年は、５回目の年男となり、人生の中でも大きな節目の１年となります。 健康で仕事が出来て
いることに感謝して、日々精進して参りたいと思います。
有志による勉強会を開催し、自己研鑽に努めたい。
毎年、今年は良い年でありますようにと願をかけるが、具体的に何をするか考えたことがない。
今年も例年通りになりそうだ。
健康が気になる年になってきましたので、いつも以上に健康第一でいきたいと思っています！
これまで「できない」と様々なことを先延ばしにしてきたことを反省し、「できる方法を考える!」
そんな一年にしたいと思います。
やらなければならない仕事を全部完結させて、
空いた時間で、新しい別のこともやってみたいです！
「継続は力なり」をモットーに、日々の生活や仕事にコツコツ取り組んでいきたいと思います。
ついつい、じぃじばぁば任せになっている子供たちと、もっといろんなところに行ったりしたり
する！今年はパンダを見に行く約束してます☺
今年こそ早寝、早起き、「朝方人間」を目指します！
（毎年思っているのですが、なかなか達成できません…。）
今年こそは自転車通勤の後のお菓子を減らして、健康的なダイエットを頑張ろうと思います。
2020年はキレイな体を目指します！サボっていた筋トレ、お散歩を日課にして
食事にも気をつけたいと思います。
筋力低下を意識するようになりました。息切れしない程度の運動を少しづつしてみようと思います。
2020年も健康でいるためにがんばります！
しばらくお休みしていたバドミントンを再開して、一般の大会で上位を目指せるように練習を
週1で行けるように頑張りたいです。
４月から娘が中学生になります。小学校は私服だったので、初めての制服が楽しみです。
私は６年前のスーツを着ることができるかドキドキ･･･ きっと年明けからダイエットです。
今年の目標は、買い物に毎日行かない！

節約の為に、まとめ買いをしたいと思います。

岩崎 桃子

2年前から家計簿をつけています。今年はお金を上手に使うこと・増やすことを目標にしたいと
思います。

都築 由香

今年は、運動不足を解消するために、散歩から心掛けたいと思います。

佐藤 由紀

我が家は今年、子供の入学・卒業など節目の年となります。
成長と共に減っていく、子供との時間を大切にしたいと思います。
去年は、息子の受験でどこにも行けず・・受験生の皆様にとって、いい春が来ますように！
祈るのみです。
今年の目標は「家の片づけ」です！阿波町に嫁いで21年ついに納屋を改装して自分達のキッチン・
バスルームを造る計画が立てられようとしています(^^♪
整骨院に行くたびに、姿勢の悪さを指摘されます。
今年は背筋を伸ばして、背中痩せを目指します！！
徳島市立図書館の電子書籍を読めるように登録したので、いろいろなジャンルの本にチャレンジ
したいです。

住友 純子
西尾 陽子
村橋 悠未
大崎 映子

人事労務部

巽 比呂美

毎日元気でいられるために、体力作りを継続します。面倒くさがらずに、思い出作りに励みます。

総務部

川人 修子

2020年は健康第一、社長の健康管理、明るく楽しく感謝しながら周りをサポートしていきたいと
思います。

総務部

山崎 裕行

忘らるる 一年の計 今いずこ

総務部

小山 陽子

あけましておめでとうございます。日本開催の夏季オリンピックは人生で最後だと思います。
楽しみたいですね。今年もよろしくお願いいたします。

総務部

明石 敦子

面倒だと思わないでやっていきたいです。

総務部

美馬 希実子

特に、断捨離してスッキリ暮らしたい(^^)/

10月生まれの柴犬を飼い始めました。お散歩デビューで
私の運動不足解消＆ダイエットになればと期待。頑張ります!

社用携帯電話ができました！担当者に直通ですので、お気軽にお電話ください。

チェックリストカレンダー
1月

2月

20 日〆/ 【納期特例】 源泉所得税の納付

17 日～ / 確定申告開始

31 日〆 / 市町村へ給与支払報告書の提出

3月

4月

16 日〆 / 確定申告提出期限

給与時 / 社会保険料率の確認 ( 翌月控除 )

給与時 / 社会保険料率の確認 ( 当月控除 )

給与時 / 雇用保険料率の確認

31 日〆 / 税務署へ法定調書の提出

4 月 or 5 月 / 固定資産税通知書の到着

31 日〆 / 償却資産税の申告

1 年に 1 度 /36 協定提出

6月

5月

7月

8月

中旬頃 / 住民税特別徴収関係書類の到着

7/10〆 / 労働保険の書類到着と年度更新

10 日〆 / 【納期特例】 源泉所得税の納付

31 日〆 / 自動車税の納付

給与時 / 個人住民税の特別徴収開始

10 日〆 / 社会保険の算定基礎届の提出
支給後 5 日以内 / 賞与支払届提出
( 賞与を支給した場合 )

9月

10 月

給与時 / 算定基礎届による社会保険料の
変更 ( 当月控除）

11 月

12 月

給与時 / 算定基礎届による社会保険料の
変更 （翌月控除）

月内 / 年末調整の準備

12 月 or 1 月 / 年末調整と源泉徴収票の
交付

給与時 / 最低賃金の変更

月内 / 扶養控除 （異動） 申告書の回収

支給後 5 日以内 / 賞与支払届
（賞与を支給した場合）

お問い合わせ先
税理士法人アクシス
MAIL：axis_info@m-staff.com
WEB 上でのお申込みも受け付けております。

TEL:088-631-8119

ご希望の方は、こちらの QR コードより、

HP：https://m-staff.com/

お問い合わせください。

FAX：088-632-6543

税理士法人アクシス

貴社名

御担当者名

電話番号

携帯番号

メール
アドレス

・・・・・・ご希望の項目に丸をつけ、FAX にて送信してください・・・・・・
※複数選択可

顧問契約について

相続

新規法人設立

資金繰りサポート

補助金・助成金について

資産運用について

M&A

記帳代行

給与計算代行

社会保険手続きについて

労務相談

その他

さて、 どこに相談しよう？

資 産 運 用 ってリ スク が 高 そ う

だけれ ど、 大 丈 夫 かな 。

今 後 のことも考 え て、

資 金 繰 り や 借 入 に つい て 考 え と き た い な 。

相続・贈与の対策について

教えてほしいわ。

そろそろ子供に、

会社の経営を任せたいな。

補助金や助成金て、私でも

貰えるのかしら。

他社と一緒になることを考えているけれど、

誰か相談できる人はいないかなぁ。

そのお悩み、アクシスにお任せください
相続や経営承継、不動産投資など今後のことを見据えて色々と準備を始めたい！ただ、相談先が
複数になったり、専門的な知識が必要だったり、一人で進めていくには一苦労ですよね。どこに
相談していいのか分からなかったそのお悩み、ぜひアクシスにご相談ください。

税理士法人アクシス

MAIL：ms@m-staff.com
TEL：088-631-8119
FAX：088-632-6543

雑務に追われて本業に時間が割けない！！

楽になりたーい！
と思っていませんか？
請求書を発行しないと！

記帳して支払もしないと！

✓ 月末までに送らないと。

✓ 業者に振込をしないといけない。

✓ 先月発行した請求書の入金はされているのかな？

✓ この仕訳はどうしたらいんだろう。

✓ 経理担当者が辞めてしまう。 今後どうしたらいい？

✓ 銀行に残高残っているかな。

社会保険の手続き！
✓ 従業員が辞めてしまう。

社員の給与計算！

離職票を発行しに

ハローワークまで行かないと。

✓ タイムカードの集計をしないと！

✓ 入社 ・ 退職の度に保険証の手続きが大変！
✓ 出産する社員がいるけど、

✓ 社会保険料の改定をしないと。

何をしたらいい？

✓ 欠勤や遅刻をしている人は、
いくら引けばいいんだろう。

アクシスはお客様の困っている事に対応します
入力 ・ 仕訳事務 / 証憑整理

請求書情報の作成 / 入力

記帳代行

売掛管理

総合振込データの作成

就業規則の作成 ・ 変更

振込事務

社員さんに聞かれて困ったこと

就業規則

労働相談

労働法に適した対応についての相談
人が集まる求人票の作り方
応募者を増やす取り組み

税理士法人アクシス

社会保険手続き

給与規程 ・ 育児介護休業規程など

請求書発行 ・ 入金消込
支払予定表の整理

社会保険 ・ 雇用保険 ・ 労災保険

採用顧問

TEL：088-631-8119 FAX：088-632-6543
MAIL：axis_info@m-staff.com

