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は
じ
め
に

　私たち新宿総合会計事務所は、1995年の設立以来中小企

業の経営者の方々とのお付き合いを通じて、会社経営から

個人生活にいたるまで、さまざまな相談と問題の解決に力

を注いできました。

　当時は40～50代の働き盛りで創業社長として会社をリー

ドしてきた方々も、すでに60～70代のシニア世代になって

います。皆さんの会社にそれぞれ歴史があるように、私た

ちの事務所も皆さんとのお付き合いを通じて歴史を重ねて

きました。私たちが皆さんを支え、私たちは皆さんに支え

られて、ここまでやってくることができたのです。その意

味で、皆さんと私たちは、同じ歴史を歩んできた同志だと

言えるのではないでしょうか。

　その皆さんがいま最も悩んでいるのは、自分が創業した

会社をどのように承継させるか、築いた財産をどのように

子や孫たちに相続させるか、といった人生の終活にかかわ

はじめに　　　　 　　　　　　　

豊かなサードライフを
るさまざまな問題だと推察します。税理士や会計士は、社

長が現役のときには税務申告や経営相談等で頻繁に会う機

会は多いのですが、社長を引退してしまうと、その付き合

いが絶えてしまうのが普通です。

　しかし、私たち新宿総合会計事務所は、一度お付き合い

をいただいたお客様とは、現役を退いたあとも末永くお付

き合いをしていきたいと願っています。現役引退後の「セ

カンドライフ」はもちろん、さらにその後の「サードライ

フ」まで、皆さんが抱えるさまざまな問題のケアとアドバ

イスをしていきたいのです。

「サードライフ」という言葉は、あまりなじみがないかも

しれません。「セカンドライフ」が「現役を引退し、資産、

時間、健康に余裕があるため、長年の夢を実現しようとす

る期間」と位置付けられるのに対して、「サードライフ」は、

セカンドライフの次のステージ、すなわち人生の整理期間

を意味します。

　資産の管理、終
つい

の住
す み か

処の選択、遺言書の作成など、「サ

ードライフ」には「セカンドライフ」とは異なったニーズ

が発生してきます。それらのニーズをワンストップでお引

き受けするサービス「サードライフコンシェルジュ®」を、
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私たちは行っています。

　たとえば、私たちのサービスのひとつに「オレ様の認知

症対策®」があります。

　高齢の社長さんは、現役のときに貯めたお金を持ってい

ますから、「ゴルフやクルージングをして老後を過ごした

い」とか「海が見える温泉付きの施設に入りたい」とか、

いろいろな希望を抱いています。けれども、だんだん体が

弱ってきたり、認知症が出始めたりすると、それもなかな

か自由にできません。

　もしあなたがそのようになったとしたら、家族はきっと

あなたを施設に預けることを考えるでしょう。そのとき、

あなたはかつて希望した施設に入れてもらえるでしょうか。

あなたが苦労して貯めたお金ですから、あなたの希望通り

の施設に入れればいいのですが、家族の人たちからすると、

それだけ将来相続する財産が減ることになるので、できる

だけ費用のかからない施設に入ってもらおう、と考えるか

もしれません。

　そして、いったん入所してしまうと、あなたが「家へ帰

りたい」と希望しても、家族の人が「帰ってこられると困

る」と拒否すれば、あなたは帰ることができなくなってし

まいます。

　あくまでもこれは例にすぎませんが、私たちはこのよう

な問題に直面した「オレ様」を最後まで「オレ様」でいさ

せてあげたい、と考えているのです。この本は、私たちの

そうした取り組みを広く知っていただくために企画したも

のです。

　創業社長のあなたは、これまで「オレ様」というプライ

ドと自信を持って生きてこられたことでしょう。それなら

ば、死ぬまで「オレ様」であり続けましょう。そのために

はどうすればいいか、そのヒントがこの本には詰まってい

ます。ぜひ役立てて、快適な「サードライフ」を過ごして

ください。

　なお、本書は「オレ様」を中心に話を展開していきます

が、創業社長だけではなく、豊かなサードライフを過ごし

たいと考えているあなたにもお役に立てるように、情報を

コンパクトにまとめ、工夫いたしました。

　最後までお付き合いいただければ幸いです。
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