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◎合理化誌を社内で回読する際ご利用下さい。
　（ワク内に押印）
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大きく変化する世界の情勢に独自の技術や
アイデア等の強みを持って世界に力強く発
信する様を表現しています

表紙の説明
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巻頭言／「変化の中で企業のオンリーワンづくり」   小　川　和　夫��
（一社）大阪府経営合理化協会　会長
（三京化成㈱　社長）
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ひろげよう創造と連帯

〈我々のクリード〉
我々は価値ある繁栄をめざす

●人類社会への貢献
●人間信頼の経営
●変化に対応する競争力
●創造性の開発

〈2018年 年頭方針〉

激変に耐えうる
独自の強みを創る

強みの前提は環境
市場の激変に独自の強みを見事に新事業に活かしたのが富士フイルムだ。
写真で培った乳化技術を化粧品に転用したもので、いずれも美しさの追求が
底流にある。
「強いものが生き延びるのではない、変化に適応したものが生き延びる」
のである。では、どのように適応するのか。自社独自の強みとは何か。強み
だけではなく同時に弱みについても考えてみたい。強みにせよ弱みにせよ、
その前提は環境である。その環境が激変するということは弱みが強みに変わ
る好機かもしれない。
二十数年前、空手の昇段審査を受けた。ベテランは控室での練習に余念が
ない。型の審査で驚いた。練習では見事な演武が本番では見るも無残になっ
ていた。試験会場の床が畳だったから身体が安定しないのである。常に板の
上で練習を積んできたからだと瞬時に理解した。幸い私は練習不足もあり畳
の影響は全くなかった。
ピンチになったらラッキーと叫んでみる。なにがラッキーかは後から考える。

ヨクスル㈱
　社長

髙木　正和
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平成30年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
昨年は年明け早々、米国においてトランプ新政権が誕生いたしました。その後、トラ
ンプ大統領の政策や発言が世界を揺るがし、また政権内でも今だに安定感を欠く状態が
継続しているように見えます。
また、地政学的な脅威である北朝鮮による核開発やロケット発射実験については各国
の経済制裁にもかかわらず、今だに中止の兆が見えておりません。
こういった不安定な国際情勢のもと、国内景気はと申しますと製造業を中心に好景気
が持続しておりますが、GDPの６割を占める個人消費の伸びが今一つ芳しくなく、実
感の少ない好景気と言わざるを得ません。
また昨年は日本を代表する企業の不祥事が目立った一年でもありました。コーポレー
ト・ガバナンス体制において他の日本企業の模範となるべき企業であり、また販売され
た製品が人の命にかかわるものであり、その製品が世界中に出荷されていたことを考え
ると一刻も早い事態の解決が望まれます。
これを機にこのことを他山の石とし、もう一度各社がコンプライアンスとガバナンス
体制を見直す必要があると思います。
一方で、昨年は日本経済が抱える最大の問題である労働力不足が顕在化した一年であっ

たと言えます。この問題は今後も日本経済に大きく重しとして伸し掛かってまいります。
「人手不足」と「過重労働」この二つの命題を解決するためには、外国人労働者の雇用、
女性の活用といった多様性をもって対応するとともに、来たるべきIoT時代を先取りし、
AIを積極的に導入した人手のかからない仕組み作り、更には業務のムダ、ムリ、ムラ
の排除による「働き方改革」が必要であると考えます。
平成30年の当協会の年頭方針である「激変に耐えうる独自の強みを創る」にあります

「激変」とは「困難」と言い換えることもできると思いますが、この「困難」を解決し、
会員企業各社の独自の体制作り、システム作りに当協会がお役に立てれば幸であると
願っています。
不透明な時代と申しますが、先を見通せた時代などいまだかつてありません。
江戸時代、佐藤一斎が書いた「言志四録」の中の「言志晩録」の第十三条に「一燈を
提げて暗夜を行く、暗夜を憂うることなかれ。ただ一燈を頼め。」という文があります。
会員各社にとって大阪府経営合理化協会が「一燈」となるよう、今年も役職員一同努力
してまいります。
最後になりましたが、会員企業のますますのご発展、会員各位のご健勝を心から祈念
申し上げ、私の年頭のご挨拶といたします。
本年も何卒宜しくお願いいたします。

変化の中で
企業のオンリーワンづくり

（一社）大阪府経営合理化協会
� 会長　小　川　和　夫
� （三京化成㈱　社長、TEC・KN会）



－�3�－2018. 新年号

新春座談会

司会� 平成30年は変化というより激変の時代
で、それに耐えうる独自の強み創りが必要で
す。既に人手不足が顕著に表れ、多様な人財を
活用しようという「ダイバーシティ経営」に取
り組む企業も増えているようです。一方で、大
手メーカーが相次いでデータのねつ造などを行
い、日本の製造業に対する信頼が揺らいでいる
のも事実です。
� そんな激変のなかで、企業体質を強化し、成
長・発展していくために、どのようなことに取
り組もうと考えておられるのか等、さまざまな
ご意見をお聞きしたいと思っております。まず
は、御社の概要とそれぞれの業界の変化につい
てお話し下さい。
久門� 当社は久門製作所という社名ですが、戦
後、製造設備をなくし、卸専門問屋としてバル
ブ、継手、パイプ等の国内販売と輸出入業務を
手がけています。バルブは一般的にはあまり馴
染みがないのですが、流体を制御して止めたり
流したりする際に不可欠なパーツです。紀元前
2500年ごろのピラミッドの排水設備にも使われ
ていまして、構造としては非常にシンプルで、
素材が少しずつ変わってきているぐらいで中身
はそんなに変わっていません。ですから、業界
自体少しずつシュリンク（縮小）してはいます

「激変に耐えうる独自の強みを創る」
出席者（敬称略・発言順）

㈱久門製作所  社長 久門　龍明（KN会）
所在地 〒550-0012�大阪市西区立売堀3-5-11
TEL 06（6532）1981 FAX 06（6532）1983
創業 大正14年9月 資本金 7,275万円
従業員 163名 年商 150億円
業種 バルブ・継手・パイプ・配管機器・資材等の

販売及び輸出入
ホームページ　http://www.hisakado.co.jp/

富士電子工業㈱  社長 渡邊　弘子
所在地 〒581-0092�大阪府八尾市老原6-71
TEL 072（991）1361 FAX 072（991）1309
設立 昭和35年6月 資本金 8,000万円
従業員 120名 年商 39億7,500万円
業種 高・中周波熱処理受託加工、高周波誘導加

熱装置及びその部品・電子応用機器の製造
販売他

ホームページ　http://www.fujidenshi.co.jp/

㈱ベッセル  社長 田口　順一（KN会）
所在地 〒537-0001�大阪市東成区深江北2-17-25
TEL 06（6976）7777 FAX 06（6976）1410
創業 大正5年8月 資本金 4,950万円
従業員 135名 年商 72億円
業種 工具・機器の製造及び販売、ホームセンター

直売店経営
ホームページ　http://www.vessel.co.jp/

豫洲短板産業㈱  社長 森　　晋吾（KN会）
所在地 〒555-0041�大阪市西淀川区中島2-10-154
TEL 06（6473）1881 FAX 06（6474）1443
創業 昭和8年7月 資本金 4,800万円
従業員 174名 年商 133億円
業種 ステンレス鋼材卸
ホームページ　http://www.yoshu.co.jp/

司会：（一社）大阪府経営合理化協会
　　　専務理事　佐　竹　幹　雄

が、比較的安定しています。
� とはいえ、今から50年前にアメリカから日本
にやって来て、１ドルが360円、270円時代に大
きく伸び、円高とともに台湾・韓国・中国に移
行し、だんだん中国あたりも製造コストが高く
なってきて、次はどこに行こうかと模索してい
るような状況です。
� 流通としては工業型と設備型があり、我々は
工場に主に販売をする工業型で、設備型はビル
やマンション、住宅などに販売をしている業態
です。
� 少子高齢化で、日本の工場に投資をするお客

 ▲ 久門社長
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 ▲ 渡邊社長

様が少なくなって、海外すなわちタイやインド
ネシア、中国等々にたくさんの大手ユーザーさ
んが出て行かれた、というのが業界の実情です。
そんななか、当社は地域密着で、全国に14カ所
の営業所と関係会社10社にて商売をしています。
渡邊� 私ども富士電子工業は高周波誘導加熱装
置を作っているメーカーであるとともに、その
設備を使って受託加工を行っている会社でもあ
ります。加工業としては基本的に国内のお客様
が対象ですが、メーカーの方では４～５割程度
輸出をしています。輸出先はアジア圏にとどま
らず、アメリカ、ヨーロッパ、中南米などで、
中近東はあまりないのですが、それでもイラン
に出したことがありますし、ロシアもあります
ので、結構、世界を網羅しています。
� 最近の業界の傾向としては、受託加工を行っ
ているところは、非常に仕事が増えています。
大手メーカーさんが設備投資を控えておられ
て、リーマンショックで落ち込んだ後に生産量
が増えているにも関わらず、また、円安で日本に
生産がかなり戻ってきているにも関わらず、設
備が間に合わないため、仕事が振り向けられて
いる状態になっています。業界全体として前年
度比１～２割増えているところがほとんどです。
� そんななかで、一番話題になっているのが
「人が採れない、採った人が続かない」という
ことです。
� 当社では何年か前から、「ダイバーシティ経
営」に取り組んでいまして、2016年度には経済
産業省から「新・ダイバーシティ経営企業100
選」に選出されています。
� お陰さまで当社は採用ができていますし、辞
めていません。私も最初は「ダイバーシティ経
営」に対して半信半疑でしたが、やった甲斐は
確実にあり、この５年、新入社員は１人も辞め
ていません。今年も中途採用の募集をしました
が、100人以上の方の応募がありました。ネッ
トでダイバーシティ経営の賞を獲得していると
いうことがわかると、イメージ的にブラック企
業の逆という印象を持たれるようです。もちろ
ん、会社としても努力をしているのですが。加
工業は業界的には人財確保に関してかなり厳し
い状況ですが、いまのところ当社はそういう事
態からは逃れています。
� 一方のメーカーとしての業界もかなり人が取
れない状況で、最近、「働き方改革」の一環で
経済産業省の方から指導を受けて、工業炉協会
の総務委員会が残業時間などのリサーチを行い

ました。そうしたら、驚くことに、2016年に残
業時間が一番多かった人の月平均残業時間は
360時間でした。それを見て、「年間の間違いで
はないですか？」と思わず尋ねてしまいました
が、月に300時間を超える会社が数社もあって、
まさにブラック業界だと（笑）。とくに、海外の
工場の立ち上げのときなど、真夜中まで作業す
るなどの悪習があるようです。
� 工業炉業界ですから、社員数100人を超え、
それなりに立派にやっておられるところばかり
なのに、このありさまです。「業界を挙げて本気
で改善に取り組まないと、人が辞めてしまう」
と講演などで私も申し上げているのですが…。
� 当社はメーカーと加工業の両方をやっていま
すので、その一番よいビジネスモデルは、お客
様の引き合いに対して、研究開発の段階、つま
り素材をどうする？加工をどうする？というと
ころから入り込んで、ある程度の量までの間は
受託加工で受けて、その量が増えると、設備を
入れる、というケースが最高です。もちろん、
増えた段階でよそに振られ「え？」ということ
もよくあるパターンなのですが（笑）。
田口� 当社は1916年に私の祖父が創業し、ドラ
イバー（ねじ回し）を中心とした工具の生産が本
業です。現在でもドライバーは結構な量を生産
しているのですが、その後、エアツールという
製品、これはコンプレッサーで圧縮した空気を
使って使う道具ですが、電動工具の先端に付け
るドライバービットなどの消耗品等を長年作り
続けてきました。最近では静電気除去装置など
の商品群が我々の柱の一つになっていまして、
いろいろなジャンルのものを増やしています。
� 国内に４カ所の工場があり、海外ではタイに
あり、計５カ所で生産をしています。既にお話
がありましたように、私どもも海外でどんどん
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 ▲ 田口社長

売っていこう、そうしないと売上の拡大ができ
ないということで取り組んでいます。もともと
世界各国に代理店をつくって販売をしていたの
ですが、とくに大きなマーケットについては、
販売会社を設立しようということで、フランス
に「ベッセルヨーロッパ」を設け、EUでの販
売を行っています。中国は非常に大きな市場に
なってくれますので、「ベッセルチャイナ」を
設立しました。そして、16年に「ベッセルツー
ルズU.S.A.」をロサンゼルスの郊外に設立し、
そこから北米に販売をしていく形になります。
� いまのところ輸出比率は25～30％ぐらいで、
だんだん上がってきていまして、将来は50％ま
で拡大したいと思っています。
� 当社が置かれている状況としては、国内市場
は人口が増えず、ユーザーの設備投資は海外が
主流です。海外の需要は急速に高まっていて、
例えば自動車産業ひとつを取り上げても、移動
手段が自転車だった人がバイクになり、自動車
になる。所得が上がるにつれて、自動車の販売
台数が急激に伸びていますから、そこに工場を
建てるのは当然で、設備投資をされる。我々の
商品も使っていただける。ですから、とくに海
外の産業に対応する販売網をつくっていかなけ
ればなりません。
� しかし、それでも国内も縮小せずに拡大しよ
うと思っています。お客様のところにはご要望
が無限大にあり、そのなかにはIoTを活用して、
どんどん中央制御をしていこうという考え方も
あります。
  ドライバーというのは、もともと人間がねじ
を締める道具でしたが、電動工具に代わり、今
ではねじを締める行為自体をロボットがすると
いう工場が結構増えてきています。
� 当社の静電気除去装置が100台ほど入ってい

るような電子部品のメーカーさんや半導体の
メーカーさんでも、それらをすべて１カ所で、
パソコンを使って管理するような時代になって
きています。当然、我々に対しても、ネット
ワークを結んで導入するといったような非常に
レベルの高い要求がどんどんくる。そして、新
しいものも求められます。人口が減り、生産現
場に人がいなくなったりしているのに、求めら
れるものは増えているわけで、それらを確実に
提供できる会社になっていけば、国内でも事業
を拡大する余地は十分あると思っています。
� 当然ですが、私たちは市場が拡大するところ
でモノづくりをして供給していきたいわけで
す。もちろん、縮小する市場でも、必要とされ
るところにはいかなければなりません。非常に
難しい要望も真正面から受けて、なんとかこな
していこうと悩みながら苦労しながら取り組ん
でいるというのが現状です。
� 私どもの会社の経営理念に「どこにも負けな
い独創的な商品を供給し…」という一文があ
り、社員は皆、それを見ながら仕事をしていま
すので、世の中にないものを自分たちが生み出
すということが、モノづくりをする会社の使命
だと受け止めています。
� そんなモノづくりのスタートはユーザーのと
ころに行って、要望を聞くところから始まりま
すので、販売の方でも、新製品などはとくに
「キャラバンカー」に積んで直接、取引先を
回って使ってもらって、というような結構アナ
ログなこともしています（笑）。意外に経費もか
かるのですが、使い方などをその場でお伝えで
きるなど、まさに「原点」かな、と思っています。
森� 当社はステンレス鋼材を中心に金属材料を
扱っている流通会社です。今では主にステンレ
ス、チタン、ニッケル合金などを商社として扱っ
ています。在庫を持ち切断・加工をした後に、
日本国内では同業者の各地方にある問屋さんに
販売をするのがメインのビジネスモデルです。
� 近年は海外展開にも力を入れ、海外において
は直接ユーザーさん、つまりモノづくりをされ
ている企業に販売をしています。
� 創業は1933年で、祖父が立ち上げ、70周年を
迎えたときに私が社長に就任しました。そのこ
ろから、今後の業界の変化を考えて、どういう
手を打っていくかを考え、いわば改革を進めて
きました。
� 皆さんのお話の通り、国内だけでは先がない
ということで、「海外展開」と「エンジニアリ
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ング機能を持とう」という２つのキーワード
で、材料を販売するだけではなく、海外に拠点
をお持ちではないメーカーさん、例えば機械
メーカーさんの商材を代理店として販売させて
いただく、ということにも取り組んでいます。
� 現在、上海に２社、タイに販売会社１つ、ベ
トナムには在庫用の倉庫と切断加工場をもった
会社を１社設けています。
� 私が社長に就任した年はリーマンショックの
真っただ中で、先代が180億まで伸ばした年商
が就任の年に年商が100億まで落ちました。ゼ
ロからのスタートに近い感じでしたので、ここ
から新しいことをやるしかない、会社全体の雰
囲気づくりから新しい事業モデルをつくるとい
うことに、ある意味よいタイミングで取り組め
たのかなと今では思っています。
� 今後起こるであろう変化に早く対応したいと
いうことで、海外拠点と同時に人財派遣会社を
設立しました。それでも、採用は厳しくなって
きたなという実感はあります。
� ご存知の通り、鉄鋼メーカーの変化は激し
く、その下にある流通も大手商社に関しては、
かなり統合合併が進み、撤退するところも出て
きています。
� 我々が扱うステンレスは鉄全体の数％でしか
ないので、鉄鋼メーカーからしてもあまりおい
しい分野ではなく、いまのところは新日鉄グ
ループとJFEグループに二分化されているなか
で、２社がやるには量が少なすぎるというよう
な状況です。日本に巨大メーカーが２つもある
というのは生産効率がよくないと私は考えてい
ます。
� 日本の鉄鋼業界は我々流通を含め、素材業界
がどう世界と戦っていくかということを考えて
いかないといけない時代が来ていると思います。
� 実は、このことは2000年にかなり大きな問題
になったのです。中国の鉄鋼メーカーが製造設
備を強化するという方向性を打ち出し、その消
費地は韓国、日本だと考えられたからです。実
際には、中国の国内需要が増えたことで、それ
ほど影響を受けずにすんだのですが。しかし、
生産コストから考えると、圧倒的に中国のメー
カーの方が有利なのです。
� それで、相手を知らなければ勝負にならない
と考えて、当社は中国に進出したのです。業界
の中では「何で中国？」と言われましたが、今
では「中国の事情を知っている会社」と評価さ
れています。

■リーマンショック後の苦しい時期に 
敢えて前向きな投資を

司会� リーマンショックをきっかけに、敢えて
未知の世界に飛び込んでいかれたようですね。
森� 売上180億円でまわしていた人財が、100億
円になったことで、いわば浮いたわけです。資
金面でいうと売上が落ちた分、売掛債権が減
り、キャッシュがリッチになった。それで余っ
ている人財を新しいところに投入できるチャン
スだと思ったのです。
� それに「経営二世塾」で、悪いときほど攻め
ろと教えられていましたから（笑）。こういうこ
とがチャンスなのかなと。社長になりたてで、
怖いもの知らずでしたし。
渡邊� 私もちょうどリーマンショックのときに
社長になって、それから立て続けに工場をつ
くって、社内設備を入れ替えたので、周囲から
「何をするんだ！」と（笑）。でも、景気という
のは悪くなった後、必ずよくなるので、自動化
して生産性を上げておいたことは正解でした。
� それに、メーカーとして下請けさんを抱えて
いるので、そこの仕事をつくる必要からも社内
設備を替えることにしました。これが結果的に
はよかったのです。
田口� 当社ではリーマンショックのときに、新
製品開発を一生懸命やりました。それまで、工
場の技術者には合理化を図る生産技術と新製品
の開発の２つがあったのですが、暇になってし
まって、生産を止めて一時帰休もしていたの
で、生産技術の仕事はほとんどなくて、全員が
新製品開発に携わったものだから、たくさんの
テーマがアッという間にこなされて、年間60ア
イテムの新製品が誕生しました。毎月毎月、新
製品が出るから、営業が忙しい、忙しい（笑）。
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� そのなかからウルトラヒットが２件ほど出
て、いくら生産しても追いつかないぐらいで、
それらが売上を上げていく柱になったので、短
期間で売上が戻りました。皆さんのお話でも、
リーマンショックのときに前向きに取り組まれ
たところが、その後、成功されていますよね。
渡邊� 景気が悪いときに人を辞めさせたところ
は、後になって困っておられますね。
田口� 人がいなくなったら、会社は忙しくなっ
ても対応できないから、売上が戻りません。や
はり、苦しいとき、いかに辛抱して社員を守る
かが大事だと思います。
司会� 田口社長はタイの洪水のときも、人を大
切にする経営で乗り切られたとか。
田口� 私どもの２階建ての工場の１階が完全に
水没しました。工場の周りが海みたいになり、
ボートで行くしかない。その出入りも２階の窓
からで、１階にある部品などをタイの人たちが
潜って取って来てくれるのです。そんな状態が
２カ月続きました。機械はほとんど１階にあり
ましたから、ほぼ全滅。大半を入れ替えまし
た。そうした作業に３カ月かかりましたから、
５カ月間生産が止まっていました。その間、１
人も解雇せずに給料を払い続けていました。私
は日系の会社は全部そうしているものだと信じ
ていたのですが、実はそんな会社はほとんどな
くて、後でタイの国から表彰されました（笑）。
渡邊� そのタイの人たちはよく働かれているの
ではないですか。
田口� そうなんです。水が引いた後、全員が会

社に出てきてくれました。彼らの家も大変なこ
とになっているのに。みんなで一生懸命、機械
を拭いたり、床を掃除したり。電気も止まって
いて、日が落ちると真っ暗な中、発電機で照明
をつけて、作業をしてくれていました。そんな
ことをしているのはウチだけで、周りの会社は
みんな真っ暗でしたが（笑）。工場団地の中で１
番に再稼働ができたのは当社です。

■好景気？な18年の波に乗るための 
経営方針と課題

司会� 人を大事にするということがいかに大切
かよくわかりました。次に、2018年にどのよう
な経営方針で会社を運営されていくのか、現状
を踏まえてお話し下さい。
久門� ５年前も10年前も常に常に激動の中で
やってきましたので、ビジョンといえるかどう
かわかりませんが、円安になったとしても円高
になったとしても、日本経済がなくなるわけで
はないのだから一喜一憂せずに、一歩一歩前進
していきたいと考えています。海外展開に力を
入れますが、日本のマーケットも決して捨てた
ものではないので、なるべくお客様に近いとこ
ろに足を運ぶという仕事の基本を徹底してやっ
ていきたいと思っています。
� それと、社員のやる気を引き出すシステムを
つくりあげることも課題の１つです。　
� 当社には、社員が自分の１年間の目標を管理
するための「123（ひふみ）ノート」というも
のがありますが、これは本人のステップアップ
のため、自身の振り返りのために活用してもら
うものです。目標を決めても達成できないこと
がありますが、それをそのままにしないで、次
の週、また次の週ときちんと管理して積み重ね
ていく、それが本人の成長にもつながり、やる
気にもつながると期待をしています。
� また、チームで仕事をする仕組みにしてい
て、プロフィット・センター（PC）という単
位で業務に取り組んでいます。社員には失礼か
もしれませんが、久門製作所の人づくりは「で
きない人を育てる」ということで、チームの中
で助け合ったり、指導したりするようにしてい
ます。そのときのコミュニケーションツールの
１つとしても「123ノート」が使えるわけです。
渡邊� 2017年に長年、提携関係にあったヨー
ロッパの会社と縁が切れたのをきっかけに、
「では、当社でつくろう」ということになりま
して、これが18年に一番、頑張らなければいけ ▲ ㈱久門製作所　商品倉庫
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ないことかなと思っています。そこの親会社で
あるホールディングカンパニーが代わって、そ
の親会社の意向でこれまで供給してもらってい
たものが止まることになったのです。ですから
今、ソフトウェアの開発に手間暇をかけている
ような状態です。現在進行形で、試行錯誤して
はいますが、開発体制を整えています。
� 18年に限らず、マーケットを広げていきたい
と思っています。既に、この何年間かトライし
てきているのですが、主たる自動車メーカーさ
んや重工、建機などの業界だけではなく、食品
の機械や電車のパーツをつくっておられるよう
なところ、あるいは半導体関連、医療関係の機
器をつくっておられるところにマーケットを広
げようとしています。こういう業種の皆さん
は、誘導加熱装置を使えば、たとえばガラス管
の中の針だけを溶かすことができるといった技
術をご存知なかったりします。まだまだこれか
らですが、力を入れていきたいと思っています。
� また、2020年完成をメドに本社・工場の建設
を進めています。ちょうど、隣の工場が移転を
されて土地が手に入ったので、そこに一部造っ
て、いまの本社を壊し、工場を造るという計画
です。
�「ダイバーシティ経営」ということでは、い
ろいろなことをしていますが、女性が働きやす
い環境づくりとして30分単位で遅く来たり、抜
けたり、早く帰ったりできるようにしています。
� 私自身が子育てをしてきていますので、わか
るのですが、４時ごろに保育園から「熱を出し
たので迎えに来て下さい」と言われるのが一番
困るのです。生む前にも、臨月になると毎週、
検診があり、生まれたら子供の予防接種や検診
があって、有休を使わざるを得ない場面がたく
さんあります。
� しかし、若いときはそんなに有休がたくさん
あるわけでもないので、30分単位で抜けられる
ことにして、ただし、あなたの30分はいくらに
相当しますよという数字をはじいて、仕組みと
して使えるようにしたのです。ただし、半分
（４時間）は仕事をして下さいということで、
ボーナスの査定や有休休暇の基準になる出勤日
については全部、出勤したことにしています。
  子供手当なども変えて、１人目（１万円）よ
り２人目（１万２千円）、２人目より３人目
（１万５千円）と高くして、就学中は支給しま
す。お子さんが４人いらっしゃると月５万２千
円と結構な手当てになります。大学４年まで支

給すると、総額は１千300万円以上。うちはベ
ビーブームで、４人目のお子さんが結構増えて
います（笑）。
� 30分単位で抜けていいという仕組みにしてい
ると、会社も緊急事態に対応ができます。小学
３年未満の子供さんがいる女性社員だけではな
く、四親等までの要介護者を抱えている方は、
同居かどうかは関係なく、同じ仕組みを活用で
きるようにしています。
� 先般、厚労省の加藤大臣が見学に来られ、ご
意見をいただいて、その後、役員会にかけたの
が、１日を４分の１ずつのブロックにして有給
休暇を認めるというやり方です。これは今年の
４月から導入します。気になる仕事を片付け
て、４分の３だけ有休を取った、というような
働き方ができるわけです。当然４分の１は働い
たことになります。
� 昨今は全部、自動計算ですから簡単です。
「お出かけモード」というソフトがあって、そ
のお出かけを私用か公用かを選ぶようにしただ
けで、かかった費用は５万円です。
司会� 入社して３年間は社員を叱らないと決め
ておられるそうですね。
渡邊� 指導するのは、もちろんいいのですが、
怒るなと言っています。無駄だから（笑）。今の
若い人たちはほとんど叱られた経験がないの
で、叱りつけたら、ショックを受けて肝心の叱
られた内容をまったく覚えていません。でも、
３年ぐらい経つと、自分の立ち位置がわかって
きて、何で自分が叱られたかが理解できるの
で、「そこから叱って」と。自戒の意味もあっ
て、何かで腹が立ったときなど「あなた、何年
生？」と聞いて「４年です」と言われると、
「そう、じゃあ言うけど」みたいな感じで叱っ
ています（笑）。結果的には、３年目４年目の社
員が割と役に立つ人財に育っています。ですか
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ら、３年間は学校の延長ぐらいのつもりでいよ
うと思っています。
� 私自身、出産７週目から仕事に復帰していま
したので、生まれて７週の赤ちゃんは夜中３時
間ごとに起きて泣くし、首も座っていない。そ
の頃から保育園に預けて仕事をしているのを、
管理職の人たちが見てくれていましたので、
「私たちの若いころにはこんな制度はなかった
のに」と不服を言う人はいないです。
� また、社内に「倫理委員会」をつくってセク
ハラ、マタハラ、パワハラで傷ついている人が
いないか、注意しています。ネット上に目安箱
みたいなものを設けて、本人が言えなくても、
周囲が気づいて対処できるようにしています。
被害者も加害者もつくらない、というのがス
ローガンで、そういう問題行動を起こした人を
降格したこともあります。彼の場合、部署を変
えたら、そこから人が変わったみたいに活躍し
てくれています。マネージングが負担だったよ
うで、そこを外したら逆に後輩思いの先輩社員
になりました。
司会� 非常に参考になるお話だと思います。
田口� 当社の18年の経営目標は５つあり、その
なかで、とくに力を入れようと思っていること
は「独創的な製品を開発し、スピーディーにお
客様にお届けする」というものです。開発から
導入までをできるだけ短期間に――というのが
目標で、製販それぞれが自分たちの役割を見据
えて徹底的にやろうと思っています。17年12月
に専任で取り組むＲ＆Ｄチームを結成し、その
メンバーが工場に行けば技術者と共に新製品の
開発を、販売の方ではマーケティングについて
話し合うというように進めています。
� もう１つは社員教育です。当社はリーマン
ショックで一時帰休をしているようなときでも
定期採用を続けてきました。５年、10年先を考

えたときに、苦しいからと採用をストップする
と、社員の年齢構成がいびつになって人財がア
ンバランスになってしまいます。新入社員の中
から幹部社員が出てくるわけで、そこから将来
経営をする人が出てくる。この循環が会社の成
長発展を支えているのだから、その循環をス
トップさせてはいけないと思っています。景気
がよかろうが悪かろうが採用し、社内でジョブ
ローテーションを積極的に行います。いろいろ
な仕事を経験することで、幅の広い判断力が身
につくからです。グループ間の出向もあり、工
場勤務だった人が営業に、営業の人が新製品の
開発にと異動をすることで、会社全体を見る習
慣がついて意見が変わってきたりします。
  幹部社員教育については、合理化さんにご紹
介いただいた講師の方に研修をしていただき、
私も参加しましたが、非常によい勉強になりま
した。
森� 当社が100周年を迎える2033年に向けてビ
ジョンを掲げ、目標を設定しているので、その
達成のために一年一年課題があります。さら
に、中間段階で３年間の事業計画を毎年つくっ
ています。つまり、その年から３年間、何をす
るかを定めて、2033年という長期のベクトルに
合わせて「この３年」「この３年」を積み上げ
ていくというやり方です。
  海外を含めて領域を広げてきたので、さらに
拡大しつつ、今度はその領域でのネットワーク
をつくっていこうとしています。これは中国で
進めているのですが、中国のエンジニアリング
会社と共に日本の技術を活かした仕事をすると
いうもので、実際に火力発電のプラントをつく
るところまでやっています。
� そういうことを世界にどう広げていくかが次
なる課題で、世界に必要とされるニッチな技術
を日本で探して、一緒に売り込んでいく、そう

 ▲ 豫洲短板産業㈱　鋼板切断機
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いう営業の力をさらにつけていくことが18年の
課題です。
� 私どもは素材の流通を担わせていただいてい
るので、製造業の会社のリストが5000社ぐらい
あります。実際の取引先はその問屋さんなので
2000社ですが、データベースにある5000社を対
象に、コアな技術をお持ちのところを探し、
「一緒にやりませんか」と呼びかけ、ネット
ワークをつくろうとしています。
� 直近の３年間の目標は仕事の生産性の向上と
いうことで、営業も管理も工場も、生産性を上
げて、生産性10％アップを目標に掲げていま
す。政府が掲げる働き方改革の１つに「生産性
が高い事業体だけが残る」みたいな内容があっ
たように、私は受け止めましたので（笑）、うち
の会社の生産性を上げるため、工場の自動化、
内勤の事務仕事等のシステム化をこれから３年
かけて構築していこうと、スタートしたばかり
です。
� この１年間としては、海外展開が軌道に乗り
かけて、採用が後手になったきらいがあります
ので、人財不足を補うために組織を変更した
り、ジョブローテーションなどで補充をしてい
こうと考えています。
� 今年は多分、景気がいいと思われます。私ど
もの業界では２年間も好況が続いたことがなく
て経験値がないので、逆に怖いと考えています。

� 大手さんが覇権を取りにこられたときに、
我々中堅中小はその大きな流れにどう立ち向か
うかが一番の課題ではないかと思います。つま
り、これまでは大手さんが縮小するなかで、あ
ふれた仕事を我々が請け負って潤ってきたので
すが、景気がよくなればなるほど、大資本の力
が強くなる。だから、しっかりと経営をしてい
かなければならないと考えています。
司会� 本日は本当に貴重なお話を伺うことがで
きました。ますますのご発展、ご活躍を祈念し
て座談会を終わらせていただきます。どうもあ
りがとうございました。

（平成29年11月28日実施・文責在編集部）

名言・格言の英和対比により、グローバルな視点でも日本の視点でも同じ意味の格言を掲載し、 
古今東西不朽の名言に触れたいものです。

＊ 会員の皆様方から英和対比の「名言・格言」を募集し、掲載します ＊

Donʼt spit into the wind
「 因 果 応 報 」（風に向かってつばを吐くな）

善因による善果は仏教の彼岸（地獄・極楽）思想。「まかぬ種は生えぬ」
である。「投資による利益」等、経済合理性もしかり。「情けは人のためな
らず」である。

第11回
太陽シンクス㈱社長　北浦愼三（TEC代表幹事・情報融合化委員会委員）
「合理化」 名言・格言集 ｛ 英和対比 ｝

 ▲ 佐竹専務理事（司会）
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講演録 第10回「合理化の日」記念講演より

ターニングポイントにある
日本企業

～潮目が変わる時代に�
� どう対処していくか～

㈱堀場製作所
代表取締役会長兼社長  堀場　厚 氏

会長兼社長という肩書は、２年前に亡くなっ
た弊社の創業者であり、私の父、堀場雅夫が会
長から顧問に退いたときにやむなく付けた肩書
（※注釈）です。社内ではあまり肩書を重視せず、
略称で呼ぶことにしており、私も「ホリさん」
と呼ばれています。グローバル化が進む中で、
日本人は海外でもすぐに名刺を差し出そうとし
ますが、これは日本が肩書社会だからです。一
方、海外では個人が重視され、肩書は二の次で
す。裏を返すと、日本人は名刺の肩書を見ない
と、えらい人かどうかの判断がつかないことが
あります。このような嫌味な話をするので、京
都人は嫌われがちですが（笑）、本日は「ターニ
ングポイント」というキーワードでお話をしま
す。
私自身、これまで40年以上にわたって、海外
に関わり、海外にも工場や拠点をいくつも展開
しておりますが、今までとは全く違う時代になっ
てきたということを最近特に実感しています。
1970年代初期、「一番厳しい市場から攻める」
という創業者の性格で、カリフォルニア州のロ
サンゼルスの南に位置する、アーバイン市に合
弁会社を立ち上げました。当時日本企業のほと
んどは、生産コストの視点で工賃の安いアジア
に進出していました。一方、研究開発力が重視
される分析・計測という分野は欧米型の企業が
非常に強い時代であったため、アメリカは私た
ちにとっては一番厳しい市場でした。案の定、
最初の８年間はほぼ赤字でしたが、幸いなこと
に、国内の自動車の車検場あるいは修理工場向
けの排気ガスの分析器が非常にヒットしていた
こともあり、日本で上げた利益を海外に投資し
続けることができました。

私は大学を卒業後すぐに、海外拠点の初の海
外のサービスマンとしてカリフォルニアに赴任
し、修羅場を経験しました。現地では日本から
送られてきた分析計が広い工場の床に並べられ
ており、そのほとんどに問題がありました。京
都の本社に連絡をしても「日本ではそんなこと
は起きていない」となかなか本気でとり合って
もらえません。サービスマンですから、修理し
ないといけないのですが、原因がわかりません。
後から判明したことですが、原因は空輸の途中、
気圧の関係でガスが抜けていた点にありまし
た。さらに、現地の空気が乾燥していることも
あり、検出器に貼っていたエポキシ樹脂に目に
見えないような細かなひび割れが入り、中のガ
スが殆ど抜けていたのです。わかってしまえば
簡単なことですが、何故それが起こっているの
か、原因を見つけることが大変でした。
アメリカは個人重視の国のため、社長の息子

だろうが関係はありません。私は厚（アツシ）
という名前なので、向こうでは「アート」とい
うニックネームで呼ばれていたのですが、重視
されることは「アートは何ができるか」という
ことです。私は、床にズラっと並べられた分析
計に、感度を見るためのガスを入れていき、�
１時間置きに全数をチェックしました。そうし
て、働いていない検出器のものと正常に働くも
のとの比率が８対２の割合であることを突き止
め、その８割を修理することで問題を解決しま
した。この対応でアメリカの従業員から評価を
受け、信頼関係が生まれました。若くても、す
べきことをきちんと行えば認めてもらえる国だ
ということを知りました。
現在、当社の従業員は日本と海外合わせて約
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7000人、そのうちの4200人が外国人です。日本
人は2800人と全体の４割弱ですから、今や日本
人がマイノリティなのです。
我々は従業員を“ホリバリアン”と呼んでい
るのですが、ホリバリアン一人ひとりの感覚を
大切にしなければ、会社自体が機能していかな
い状態になってしまいます。
工賃が安いブルーカラーの雇用により、海外
にグループ社員を多く抱える日本企業は多くあ
りますが、当社の場合は研究開発職の割合が高
く、大半が専門職です。20年前にフランスの会
社を２社、10年前にドイツ、２年前にイギリス
の会社を買収していますが、いずれもその分野
で圧倒的な技術力を持っている会社です。

■経営にはツキが必要

２年前にHORIBAが買収したイギリスの
MIRA（マイラ）社は、4.5キロもの高速周回テ
ストコースを保有し、あらゆる自動車試験を実
施する会社です。英政府が国内の自動車メー
カーを強化するために元々国が所有していた飛
行場の滑走路の外に造ったのが始まりでした。
「007」のジェームズボンドが乗っているスポー
ツカーを作っているアストンマーチンなどもこ
こでテストや開発をしています。
MIRA社はビジネスの８割が英国内向けで、
国際化のためにHORIBAグループの傘下に入
りたいという意向で、同社の社長が京都の本社
に来られました。当然、私どもは事業内容が分
析・計測というHORIBAの分野と直接関係な
いので、お断りをしたのですが、最終的には、

買収することになりました。当社の役員が一人
ずつMIRA社を訪問し、その最先端の世界に魅
了されていったからです。彼らがイギリスに出
張すると「ちょっと寄ってくれ」と招かれ、ア
ストンマーチンで周回コースを走らせてもらえ
ました。自動車好きの彼らは感激して、帰国す
ると「社長も一度、見て来られては？」と、何
人もの役員が同じことを言うので一度見にいく
ことにしました。もちろん、その時は絶対、買
収の意志はありませんでした。買収金額は160
億円で、その内のれん代が60億円です。100億
円しか価値のない会社で、かつ自動車排ガス計
測がメイン事業の私どもの会社とは直接の関係
がないジャンルなのです。
しかし、結果的に私は買収を決心しました。
その決め手となった理由の一つは、MIRA社に
500～600名の技術者と研究者がいたからです。
私が訪問した際に、その内の何人かと話をしま
したが、人財と研究設備のレベルの高さに驚き
ました。価値としては100億円ですが、それま
でに投入してきたコストはその何倍にも上りま
す。もしこれだけの人財をHORIBAが一から
教育して手に入れようと思ったら、何年もかか
ります。我々は優秀な技術者を一人育てるため
には１億円の投資が必要という感覚を持ってい
ますから、これは非常に価値があると考え、買
収を決心しました。
そうすると、私に視察を勧めていた役員たち

が今度は「殿、ご乱心」と反対しました（笑）。
私も確かに乱心だと思いましたし、実際に買収
した後にイギリスがEUから離脱するという決
断をしたこともあり、ポンドで購入した途端に
円ベースで目減りしてしまい、非常に厳しい状
況になってしまいました。
しかし、神は一生懸命仕事をしている人間を

“見捨てない”ですね。買収した３ヵ月後にフォ
ルクスワーゲンの排気ガスの問題が起きまし
た。米国の環境庁と大学の先生たちが車に分析
計を載せてエンジンの性能を立証するための試
験をしたところ、実際の数値とメーカーが公表
した数値に乖離がありました。その試験で実際
の数値を測ったのが当社の製品だったのです。
大学の先生がHORIBAファンでもあり、最新
のモデルを提供していました。
我々は排気ガスの計測分野においては、世界

 ▲ 英国大使館での同社主催MIRA社事業紹介レセプション
　　（右から２人目がPual Madden大使、その左が堀場会長）
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シェアの８割を占めています。ほと
んどの自動車メーカーには当社製の
分析計が導入されておりますが、
フォルクスワーゲンは以前から、自
社システムで計測するという自前方
針を貫いておられて、最新の当社の
計測器をご存知なかったのかもしれ
ません。
この問題、日本の場合だと、社長

がTVカメラの前で頭を下げますが、
彼らは下げません。なぜなら自社で
の試験は通っていたのですから。
このように企業イメージを左右するような状
況においても微妙に価値観や判断が違うのは日
本とドイツだけではありません。アメリカ、フ
ランス、中国、インド、韓国…とそれぞれに違
いがあります。日本のメディアを見ていると、
日本的判断で評論をしている人が多いように感
じます。たまに１、２週間、ニューヨークに行っ
ただけで、「最近のアメリカ情勢はね…」と話
されることがありますが、これでは部分的な事
実しか見えておらず、真実とは異なる点が必ず
生じます。そのような話に経営者は惑わされな
いようにしなければなりません。
実は私、昨年の12月に左足の足首を骨折して
以来、海外出張に行っていませんが、それまで
はヨーロッパに年に３回、アメリカに２回、ほか
にも中国や東南アジアにも出張しておりました。
我々は27ヵ国に自前の拠点を持っており、当然、
テレビ会議やメールで、情報はいつでも入手で
きますが、それでも実際に海外に行ってみると、
毎回驚くことがあります。担当者と経営者では
当然ながら見方が違います。それと担当者は現
地から情報をすべて送るわけにはいかないた
め、内容は選択され、要約されたものになりま
す。そのためにも、真の情報を得るには自ら取
りに行くことが大切なのです。手間暇をかけな
ければ、何事も成功しない、ということです。
ここで話を戻しますが、フォルクスワーゲン
の排気ガス問題もあり、実車試験の重要性が改
めて指摘されるようになりました。「殿、ご乱心」
で買収してから、わずか３ヵ月後、テストコー
スの需要が激増し、今度は「さすが、社長！」
と社内の反応も変わりました（笑）。しかも、
MIRA社は自動運転、電気自動車の設計、バッ

テリーのマネジメントシステム、関連の耐久試
験のノウハウを全部持っていました。今でこそ、
自動運転が大きなトピックスとなっています
が、それはほんのここ１年半ぐらいの話です。
「HORIBAの先見の明はすごいな、どうしてわ
かったのか」と聞かれることもありましたが、
実はそんなに大きな話題になるとは思っていな
かったのです（笑）。たまたま運が良かったとい
えます。つまり、経営において大事なことの一
つに、ツキが必要であるということです。ツキ
を呼び込むためには、自分の信念で物事を決め
ているかどうか、本気かどうか、自分が“ほん
まもの”かどうかが重要です。そして、経営者
は信念や会社の強みを言葉で表さなければいけ
ません。つまり言った者が勝ちと言えます。
私が社長に就任してから25年が経ちますが、

20年ほど前から半年に１回、海外の幹部を全員
滋賀県にある研修所に集め、３日間、英語だけ
で会議をしています。当社では普段の会議にお
いても、外国人が一人でもメンバーに入った場
合はすべて、英語で会議をしています。
皆さんは既にお気づきかもしれませんが、通

訳というのは７割が正しく、２割が間違ってお
り、１割はまったく逆のことを伝えています。
だから、いくら下手な英語でも自ら話すことが
肝心なのです。英語を使う機会がない国内営業
の社員は大変ですが、それでも自らの言葉で英
語でスピーチをすることで、信用度が上がりま
す。質問をされても意味がわからないため、答
えられないこともありますが、このような機会
が増えることで、そのうちに重要なポイントが
わかるようになるものです。
私どもの役員の７割と管理職の３割が５年以

 ▲ 全世界幹部が一堂に会する経営会議でのスピーチの模様
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上の海外経験があり、一般従業員も全体の15％
は海外で現地に住んで仕事をした経験がありま
す。継続して、日本の若いホリバリアンを毎年
海外研修に15名近くを派遣しており、英語は上
手くなくても、自分の言葉で語ることが出来る
ようになってきています。そのため、日本人の
割合が４割を切っても、オープンにコミュニ
ケーションをすることで、海外の人たちを束ね
ていくことのできる環境が整っています。

■人財の多様性が発展の原動力

創業者である私の父の時代はまだ小さな会社
でしたが、競争力のある面白い商品を出してい
ました。現在は、無難な新型製品は出ても、ユ
ニークな新製品が出てきません。売れるかどう
かは別として、「おもしろい！」と膝を打つも
のはなかなか出てこないものです。
その理由は、尖がっていて、上司とぶつかる
ような社員が少なくなってきたからです。そん
な人は３段階もの入社面接を突破できません。
そのため、私は10％で良いので「変わった人財」
を採用するようにと言っています。10％以上採
用すると、会社が潰れてしまいかねないので、
１割に留めています（笑）。扱いにくい人間、必
ずしも有名な学校出身ではない人間、しかしユ
ニークな発想ができる人たちをどう見出すか
が、企業の競争力の差になっていくと思います。
HORIBAの強みは多様性にあります。６割
の外国人のうち、フランス人が1000人、ドイツ・
イギリス・アメリカ人が800人ずつなどです。
また、彼らの７割が技術系であり、それぞれ
の地域の大学等と共同研究をしながら開発をし
ています。その多様性が、世界一のシェアを 
誇る製品をいくつも生み出す原動力になってい
ます。
当社の製品の価格は決して安くはありません
が、値段ではなく、本質的な価値や供給力など
で勝負をしています。そんな製品のひとつであ
る、半導体分野で使うマスフローメータを製造
しているのは、京都と熊本の工場であり、熊本
では３交代24時間のフル操業をしています。
2016年４月に起きた熊本の大地震で、その熊
本工場が大きなダメージを受けました。１週間
後に熊本への運航を再開した飛行機ですぐ駆け

つけると、日曜日にもかかわらず社員全員が工
場の中の片付けと機械の整備をしてくれていま
した。彼らの家はもっと混乱状態のはずだと思
いますが、従業員のロイヤリティの高さはあり
がたいな、そしてその県民性はすごいな、と心
から思いました。その後の余震もひどく、熊本
に進出した多くの企業が熊本から撤退するな
か、私はさらに工場を拡大する決意をしました。
被災しながらも、身を寄せている避難所から毎
日工場に出てきてくれた従業員の努力と気持ち
に応えるためには、ここにまた新しい工場を増
築するしかないと思いました。その後熊本県知
事から記者会見をしてほしいと依頼があり、そ
の結果、熊本から離れて行く企業がピタッと止
まったということで、今でも感謝していただい
ています。
従業員の献身的な努力と行動で、地震から10

日後に生産を再開し、２カ月後の６月には限ら
れたスペースにもかかわらず過去最高の生産量
を打ち出してくれました。地震直後、他社にシ
フトしかけた注文が、「よくぞ熊本に踏みとど
まり、製品供給に穴をあけなかった」と、逆に
＋αで注文が増えたのです。私は熊本のホリバ
リアンへの感謝のメッセージのつもりで増築を
決めましたが、結果的にはそれが受注増に繋が
りました。繰り返しになりますが、経営にはツ
キと思いが必要です。

 ▲ 毎月開催の従業員誕生会でのケーキカット
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 堀場 厚 氏　ご略歴  

そして、心の通ったマネジメントが必要です。
当社では毎月、その月に誕生日を迎える社員を
対象に「誕生会」をやっています（東京では３
ヵ月に１回、名古屋では４ヵ月に１回、九州は
年に１回）。午後６時から全員正装で集まり、
パーティー前の最初の15～20分間は、この１カ
月にあったことを私が話します。「ここだけの
話やで」と（笑）。それから食事をするのですが、
美味しい料理を出す。これがポイントですね。
一般的なメニューではなくて、ホテルのパー
ティーに出てくるようなレベルの高いものを出
すのです。なお、一般社員が対象で管理職は呼
びません。
管理職は年末に１回、全員タキシードやドレス

を着て、フォーマルパーティーを開催しています。
20数年前から毎年開催していますが、最初は
全員、貸衣装を着用し、ホテルのお客さんに「ト
イレ、どこ？」とホテルの従業員と間違って聞
かれていました（笑）。今は、自前のタキシード
で、弦楽四重奏などの音楽を楽しみながら食事
をしています。
これらもトップが先頭に立つ、「フロントラ

イン」重視の姿勢なのです。国内外の社員全員
とコミュニケートすることは難しいですが、誕
生会の最後には、必ず握手をしますので、少な
くとも国内の社員とは年に１回は握手をしてい
ることになります。
経営にはコミュニケーションとツキが重要で
す。企業は大きければ良いわけではありません。
タイミングさえよければ自分達の分野で、日本

一、世界一になれます。そのタイミングをどう
読んでいくかが大切だと思います。ご清聴あり
がとうございました。

（平成29年９月1４日「合理化の日」記念講演より収録・  
文責在編集部）

※注釈： 講演時は代表取締役会長兼社長でしたが、
2018年１月１日付で代表取締役会長兼グルー
プCEOに就任されています。

　1948年京都生まれ。1971年、甲南大学理学部
を卒業後、最初の海外拠点オルソン・ホリバ社
（米国）に入社。初の海外サービスマンとして
勤務しながら、米国カリフォルニア大学工学部
に留学。1977年、同大学大学院工学部電子工学
科を修了。1977年の帰国後、1982年には取締役
海外本部長に就任。その後、営業本部長、専務
取締役生産本部長を経て、1992年代表取締役社
長、2005年会長を兼務。2018年１月代表取締役
会長兼グループCEOに就任。
一般社団法人日本電気計測機器工業会会長や京
都商工会議所副会頭の他、一般社団法人日本分
析機器工業会会長や一般社団法人京都経済同友
会代表幹事などを歴任。
フランス国立モンペリエ大学名誉博士。また、
同国よりレジオン・ドヌール勲章を受ける。
㈱堀場製作所概要：本社京都市、設立1953年、
資本金120億1100万円、グループ従業員7,149名。
事業内容：自動車、環境・プロセス、医療、半
導体、科学の分野でグローバル展開する分析・
計測機器メーカー。

東洋サクセス㈱取締役名誉会長　辻本 弘志 氏（TEC）

国税庁長官納税表彰を受彰
　平成29年10月25日に東京の三

み

田
た

共用会議所において東洋サクセス㈱
取締役名誉会長辻本弘志氏が国税庁長官表彰を受彰されました。同社
では昭和44年の設立時より昨年48期まで赤字は出していません。
　その間、吹田税務署からは７回表敬を受け、平成12年には大阪国税
局長表彰を受彰されました。このような長年にわたる納税制度の普及
発展に貢献したことに対して表彰を受けられました。
　辻本名誉会長は「会社は社会の公器という考えで納税を続けている」
と述べておられます。今後ますますのご活躍をお祈り申し上げます。

協　会
トピックス
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講演録 KN会10月例会より

営業の素人集団を
年商20億円の組織に
育てた秘訣とは？
プレゼン話し方研究所㈱

社長  吉野　真由美 氏

私は大学卒業後、一貫して営業の仕事に携
わってまいりました。私が売ってきたのはいつ
も業界で一番高いものでしたが、コミュニケー
ションを工夫することで、業績を拡大できるは
ずだと真剣に考え、実践してきました。
法人向けコンピュータの営業から始めたので
すが、二十代だった私が会社に入って最初に社
長から手渡されたのは、一冊の分厚い本でした。
「吉野さん、これで仕事をして」と言うのですが、
それは会社四季報みたいなただの電話帳でし
た。「これで、どうしたらいいのですか？」と
尋ねると、「大丈夫や。受付に電話してな、ア
ポを取って売るんや」という答えです。それで、
受付に電話して、情報システム部の責任者を呼
び出し、アポ取りに専念しましたが、どこもす
でにコンピュータを入れていて、取引をしてい
る他社があるのです。
でも、私は大事なことに気づきました。取引
をしている他社がニーズの100％を満たしてい
るだろうか、たとえ５％でも満たせていないと
ころがあるはずだということです。お客様が満
たされていないところ、感じていらっしゃる課
題を最初に聞き出し、それを満たすという形で、
とにかくすき間に入り込むことを考えました。
最初はケーブル１本、３、４万円のソフト１本
からお役立ちして、最終的には根こそぎメイン
システムを頂くというような仕事になっていっ
たのです。だから、取引先が決まっているので
入り込む余地がないというのは、大きな間違い
です。
また、電話トークによってアポが取れたり取

れなかったりすることがわかりました。最初に
社長からもらった当たり前のマニュアルには
「ご挨拶だけでもさせてください」という言葉
がありましたが、そんなことを言ってアポの取
れる会社は皆無でした。しかし、少しでも相手
にとってメリットが感じられることを言えば、
取れなかったアポが取れるのです。そこで、電
話を15秒の短いプレゼンなのだと考えました。
タイムリミットは15秒、短い言葉で、相手にど
んなメリットを訴求するのか。そこに集中した
結果、トークが変われば成果が変わるんだとい
うことを、顔の見えない電話でのアポ取りでつ
かんだのです。
その後、私は英語教育の業界に入り、約100

万円の英語教材を、その日初めて会った人に売
る仕事を始めました。会ったばかりの人から勧
められた100万円の英語教材を普通は買いませ
んよね。しかし、コミュニケーションを工夫す
ることで、売れるようになっていったのです。
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アポを取る、相手のニーズを喚起する、メリッ
トを訴求する、そして一番大事にしていたのは、
クロージングでした。最初はお客様も「いいな、
これ」と思ってくださるのですが、金額を見せ
たとたんに「うわ！こんなに高いのか！」と顔
面蒼白になります。でも、そこで引き下がって
いては仕事になりません。
そこからクロージングを開始します。クロー
ジングとは、私にとって“言葉の格闘技”です。
何と闘うのか、お客様と闘っちゃだめです。お
客様のネガ（ネガティブ）と闘うのです。お客
様の頭の中では、買わない理由＝ネガがうごめ
いています。そのネガを一つずつ全部潰してい
き、買わない理由が完全に拭い去られた状態で
最後に良い夢を見て頂く。夢とは、購入後のよ
り良い未来であり、それをきちんとイメージし
て頂いて最終的に商品をお求め頂く、そんなふ
うに仕事をしてきました。そして、お客様10人
に会えば、８人に100万円の商品を即決で販売
できるようになりました。

■人を育成する役職になって気づき、 
深めていったこと

その後、大きな転機が訪れました。会社から、
一人で売ってるだけでなく、人を採用して育成
するマネージャーとして活躍してほしいと言う
のです。しかし、一営業としてお客様に会って
成果を出すのと、マネージャーになって人を育
て動かすのは全く別の仕事です。最初の１年間
は全くダメなマネージャーで、私は地獄を見ま
した。私がお客様に話せば売れるのに、採用し
たド素人たちが話したら、10人に会っても誰も
買ってくれません。成果が出せず苦しんで、辞
めてしまう人が多く、最初の１年で採用した
43名のうち、残ったのはたった３名でした。
そしてある年の８月、私の組織は最悪の数字
を出し、何とかしなければと私は勉強を始めま
した。人を使ってお金を生み出すにはどうした
らいいか、と。すると、私の人生を変えるひと
言に出会ったのです。それは、「組織は99％、 
トップで決まる」という船井幸雄さんの言葉。
私は、金槌で頭を殴られたようでした。それま

で、うちの組織の売上げが伸びないのは、私以
外のもののせいだと思っていました。例えば「今
は景気が悪いから」「貧乏エリアで頑張っても
仕様がない」「商品の値が高すぎる」「みんなの
能力が低い」などと考えていたのですが、トッ
プである私のせいなのです。
９月３日、組織の12名を集め、「ごめん。こ
の組織がうまくいかないのは、他でもない私の
せいだ」と言ったのです。「どうしたらうまく
いくか、教えてほしい。どうしたら売上げが上
がるか、みんなで考えよう」と言うと、「うち
の会社はすごく良い商品を扱っている。それは
間違いない。でも、アポが取れなくて困ってい
るんです」という答えが返ってきました。そこ
で、私自らお客様に電話をかけ、みんなにアポ
取りの仕方を見てもらいました。それを録音し
てアポ取りに成功したところだけを編集してつ
なぎ、「こんなふうに喋ったらアポが取れる」
というカセットテープを作ってダビングし、み
んなに配りました。みんなはトークを紙に書き
起こし、それを読みながら電話をかけたのです。
さらに、みんなを悩ませていたもう一つは、

先ほども述べたクロージングでした。お客様が
「今日は決められないから、相談したい」と言
われた時、「では、相談しておいてください」
と帰ってくるのでは営業になりません。後で電
話しても、「検討中」などと言われ、その話は
迷宮入りになってしまいます。では、「検討し
たい」「考えたい」「相談したい」とおっしゃる
お客様に対して、何を喋ったら締結できるのか。
みんなに教えるため、私は本物のお客様の前

お
客
様
の
気
持
ち
の
熱
さ

【最高のプレゼンの構成】

申し込みいただけた場合

少し考えさせてください
相談したい

情報収集 商品説明 価格説明 クロージング 申込

魔法タイム
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でクロージングを行い、お客様の許可を得て録
音もしました。そして、こんなふうに喋ったら
契約できるというクロージングのビデオを作成
したのです。このビデオもダビングをしてみん
なに配り、完璧なクロージングができるまで、
お客様のところに行ってはダメだと言いました。
私がテコ入れしたのは、営業の入り口である
アポ取りと、営業の出口であるクロージング
だったのですが、どんな結果になったでしょう
か。“地獄の８月”の後、９月３日に研修をスター
トし、まずアポ取りから始めたら、９月のアポ
の数は３倍になり、それに対して行き届いたク
ロージングをしたら、なんと９月の売上げは８
月の３倍を叩き出したのです。同じ能力で同じ
人数、同じ金額の商品なのに、コミュニケーショ
ンを工夫することで、こんなにも劇的に変わる
んだと私も驚きました。そして、12月には８月
の７倍の成果を出しました。その後に入社した
人にも徹底的にトレーニングをして、気づいた
ら５年後には年商20億円になったのです。

■コミュニケーションの重要性と、 
お客様の心をつかむテクニック

初めてのお客様と名刺交換した後、「これが
うちの会社概要です」と渡して説明し、その後、
「これがうちの商品です」と商品説明を始める
…これは、マズいプレゼンの代表です。私はこ
んな営業は一度もしたことがないのですが、日
本では99.9％、こういう営業をやっていて、お
客様に退屈感を与え、「時間泥棒が来た！」と
しか感じてもらえません。展示会でブースを構

えた場合も、名刺を集めるだけでは意味がない
ので、短いコミュニケーションによってお客様
をふるいにかけ、見込み客に対して何月何日の
何時に伺いますという約束を取り付ける『即ア
ポ』を実行しました。
名刺交換の後、目の前のお客様の悩みを聞き

出すことに私は集中します。そして、悩みが解
決してどのようになっていきたいのかという夢
をきっちり確認します。そして、「それを満た
すには我々の商品がお役に立てると思います」
と、おもむろに商品説明を始めるわけです。悩
みと夢を聞き出して、そこに向けて商品提案を
するというのは、法人営業でも個人営業でも同
じ、他社より高価でも買って頂ける行き届いた
営業のコミュニケーションなのです。その際、
商品説明と価格説明を同時にしてはいけませ
ん。お客様が商品を欲しがってから、価格を提
示することが大事です。では、マニュアル化し
たコミュニケーションを、新入社員にどう浸透
させるか。パソコンやタブレットなどに保存し
たトークを指さして読みながら頭に入れさせ、
お客様の目を見て喋るようにトレーニングしま
した。
最低限これだけはやってほしいというプレゼ

ンの方法『吉野式３Ｅ話法』をご紹介します。
３Ｅとは、Ｅ（EYE…お客様の目を見て話す）、
Ｅ（笑顔）、Ｅ（言い切る）です。EYE�につい
ては、９割はお客様の目を見て話し、残りの１
割はパンフレットやタブレットを見るというの
がベストです。また、お客様を安心させる笑顔
は不可欠です。言い切るとは、語尾まではっき
り言い切ること。この３つのＥをはずすと、ど
んなに安くしても、どんなに良い話をしても売
れません。
説得力のある話し方では、『サンドイッチ話
法』を薦めています。最初に結論を伝え、次に
それを補完するたとえ話やエピソードを語り、
最後に再び結論を伝えるのです。このような話
し方をすれば、説得力が出てきます。
また、『顧客にビジョンを示す』ことも重要
です。なぜなら、人が選択し決断するプロセス
にはビジョンが不可欠で、「将来、こんなふう

「検討させてください」で、
話を終えてはダメ！

お客さんの頭の中は・・・

疑問

不安

迷い
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 吉野 真由美 氏　ご略歴  
同志社大学経済学部在学中はチアリーダー部
に所属、応援団部副団長を務め、スタッフの
モチベーションアップを体得、卒業後生命保
険、コンピュータの営業を経て、世界最大手
の英語教育会社に入社。約100万円の英語教
材の販売で、３か月でトップセールスになり、
営業管理職に昇進。自ら培ったセールストー
クを部下に教えたところ、５年で20倍の売り
上げ（年商20億円）に拡大し、最年少で役員
に昇格。2005年プレゼン話し方研究所を設立
し、社長に就任。2013年営業大学を開校し、
企業の業容拡大に貢献している。著書に「営
業ですぐ結果が出せる話し方」「営業のモチ
ベーションアップ」等多数。
HP；http://yoshinomayumi.net/

になりたいから今これをやっておこう」とか�
「将来、業績を伸ばしたいからこれを導入しよ
う」とか考えるわけです。ということは、将来
のイメージを喋らなければ、選択も決断もでき
ません。それなのに、売れない営業は商品の良
さばかりを喋って、その商品を導入したらどう
なるのかという未来像を語らないのです。皆様
の会社のプレゼンにビジョンがなければ、どう
か加えて頂きたいですね。ポイントは、『ビジョ
ンをストーリーで伝える』こと。こういう点で
悩んでいらっしゃった顧客がこの商品を導入さ
れて、こういう良い結果が出てすごく喜んで頂
いたというようなストーリー仕立てで伝えるの
です。
お客様からの「検討したい」「考えたい」「相
談したい」という言葉は、帰れという合図では
なく、かなり商品が欲しくなっていて、導入す
ることをイメージされている時に出てくるの
で、ここでプレゼンを終わってはダメです。ま
ず、「もちろんです。大切なことですから、しっ
かり検討してくださいね」と言います。すると、
お客様は安心されます。そして、「検討しやす
いように、私のほうからもう少し情報提供させ
て頂きますね」と言うと、情報ならもう少し聞
いてみようと思ってくださいます。
プレゼンの目的は「人の心を動かして行動に
駆り立てる」ことですが、クロージングにおい
て、「押す」「詰める」「粘る」の３つは不要です。
これをやるとお客様に嫌われ、「もう来なくて
いい」と言われます。『クロージングとはお客
様をよりよいご決断にお導きするための情報提
供』だと私は思っています。では、どんなテー
マで情報提供すればよいのか。お客様の頭の中
には「疑問」「不安」「迷い」がうごめいていま
す。これらを完璧に拭い去るのが、クロージン
グなのです。『吉野式 お客様の５大ネガ』とし
て、時期、金額、効果、優位性、継続性の５つ
に私は着目しました。まず、時期とは、今でな
くともそのうち、という決断の引き延ばしです。
これだけのお金を出すほどの物だろうか、とい
うのが金額。効果は、本当にそれだけの効果が
あるのだろうかという疑念、優位性とは他と比

べてどのように優れているのかということ。継
続性は、５年後10年後、この会社は大丈夫なの
か、サポートはしてもらえるのかということで
す。この５つのポイントについて、この順番で
こちらから持ちかけて、お客様の不安を一つ一
つ解消していく、それが契約につながる道筋な
のです。
最後に、従業員のモチベーションアップにつ

いてひとこと添えますと、業務における目標達
成とプライベートな目標達成が一致した時、人
は初めてやる気になり、「仕事をかんばろう」
と思うのです。その点に留意され、今日お話し
したプレゼン話法を取り入れて頂ければ、きっ
と何らかの変革が現れるものと信じています。

（1０月12日のKN会1０月例会より収録・文責在編集部）

吉野式 お客様の5大ネガ
（特許庁に商標登録済）

時期、金額、
効果、優位性、継続性
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■調査時期　平成29年10月中旬～11月上旬
■回答企業　製 造 業　46社  59.7％

非製造業　31社  40.3％
全　　体　77社 100.0％

■調査時期　平成29年10月中旬～11月上旬
■回答企業　製 造 業　46社  59.7％

非製造業　31社  40.3％
全　　体　77社 100.0％

質問１　売上高と経常利益の傾向
最も多かったのが、昨年も今年も「売上高増・経常利益増加」ですが、昨年は全体で32社39.9％、今年は42社

54.5％と増えています。右肩上がりの企業が増えていることがわかります。今年は特に非製造業では19社61.3％と
多いです。「売上高・経常利益とも横這い」が昨年12社15.0％、今年は15社19.5％とこれも増えています。一方「売
上高減・経常利益減」は昨年10社12.5％から今年は４社5.2％と減少しています。景気は良いようです。

協 会 独 自 調 査

2018年経営重点目標・方針
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製造業 非製造業 全　体〈今年〉
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売上高横這い経常利益減 その他 無回答
その他：初年度のため、中小企業支援機関のため売上げはありません。
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 調査の概要 

毎年恒例の「今年の重点目標・方針」のアンケート結果がまとまりましたのでご報告いたします。
昨年の衆議院選挙で自民党が284議席を確保し、公明党も加えれば313議席と憲法改正も発議できる

議席を確保しました。この背景には景気の好転がありますが、反面日本の社会の少子高齢化が顕著に
なり、結果人財不足が表面化しました。
今年の経営環境への認識と景気がどうなるか、このアンケート結果をご参考にしていただければ幸

いです。
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質問２　2018年度経営重点項目（各社３項目以内）
今年の重点項目については各社とも「人財確保」「人財育成」関連の項目が挙げられています。また、「新規市場の

開拓」と「新商品の開発」も多く挙がっています。さらに「利益確保」や「経費節減」に関連する項目も目につきます。
今後、いかに企業が生き抜いていくかのご参考になるものと存じます。

（１社ずつカッコでくくっています）
（製造業）
・営業戦略の転換（従来の戦略の
延長ではいけない）
・働き方改革の推進
・特定製造ラインの改革
・人財確保
・設備投資
・経常利益の確保
・人財の確保
・事業のグローバル化
・省力化
・人財育成
・省力化
・売り上げ確保
・粗利確保
・人財確保
・設備投資額の増額（生産効率を
向上させ、人手不足に対応する）
・高精度、難加工部品の受注（自
動運転、電動化部品への対応）
・人財の育成と確保
・海外拠点の活用
・設備更新
・新製・商品の開発（技術系）
・新規需要の開拓（営業系）
・新効率経営を目指す（総務系）
・製造コスト削減
・中間管理職のスキルアップ
・新卒人財の確保
・システムによるさらなるムダの
排除
・５Ｓのバージョンアップ
・社員教育のレベルアップ
・開発中の新商品の完成
・自己資本の充実
・ローカルファイル（移転価格文
書）完成と実施
・世界に通じる技術レベルアップ
・新マーケットの創造
・ソフトパワーを磨く
　１．�アフターセールス、国内外

間の深い連携
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　２．�加工プログラム作成者の育
成

　３．エンドユーザへの発信
・嘘をつく商売をしない
・IoT、ロボットの開発
・人財の育成（教育）
・経営資源の効果的活用
・市場の獲得と創造
・ブランド力の更なる育成、強化
・「顧客満足度100％」「従業員満
足度100％」「良品100％」
・経費極小・利益極大
・時間当たり生産性の向上
・売り上げ増大
・コスト削減
・組織力強化
・人財強化
・下請け協力会社増強
・新製品開発
・価値の追求
・付加価値の追求とムダの排除
・差別化を確立させる
・既存事業の強化・レッキスファ
ンづくり
・新事業開発・新市場開拓
・「笑顔いっぱい」の会社づくり
・人間力を高める
・環境整備
・新規事業開発
・働き方改革の実行、年間休日
104日→110日
・200億企業・移動ラック日本一
を目指す
・アグリ市場への参入（農業法人・
サンシン夢ファーム㈱スタート）
・QCD目標管理の徹底で生産性
10％アップ
・航空機向け営業展開の強化
・課題の明確化で原価低減のサイ
クル確立
・利益率アップ
・売上アップ
・人件費アップ
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・多角的経営を進める
・技術力の向上
・スマート工場
・商品開発
・売上高８億円達成
・経常利益率５％確保
・研究開発成果による新規顧客確
保
・原材料価格上昇への対応
・生産性向上
・人財育成
・新製品の販売
・新工場地の造成
・設備のリニューアル化
・変化への即応力を高める
・個人・組織のポテンシャルを高
める
・業務の効率化
・医療、スポーツ分野の自社ブラ
ンド構築
・利益率の向上
・検討中
・利益率改善
・人財確保
・ISO2015年度版へ移行
・人財教育
・新規事業
・設備改善・システム改善
・人財確保
・残業削減
・構造改革（利益・売上の構成を
変える）
・売り上げ拡大
・利益拡大
・人財育成
・AI・IoTの進展に伴い急拡大す
る受注への全面対応
・お客様のご希望に沿った人財宝
の強靭化とAI・IoT設備の拡充
・ライフサイエンスをはじめとす
る成長分野への積極展開
・在庫アイテムエリア単位50万ア
イテムに向けた在庫増強を目指
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す
・新しい産業構造やルールの変化
から時流の本質を見極める
・組織変更による経営戦略推進の
スピードアップを目指す
・開発新商品の販路開拓
・大口新規顧客２社との取引ス�
タート
・IoTを駆使した生産システムの
構築に向けて
・フレキシブルな生産体制の構築
・技術伝承するために標準書類の
整備
・あるべき姿の設備に整備する
・少子化に鑑み、各作業の自動化
・広く海外展開のため、有能な人
財育成
・新生産設備機器の充実で高効率
を推進
・新製品開発
・人財確保
・製造原価を下げ、利益を増す（新
規設備導入等）
・新社長による経営体制の確立
・車載、医療、インフラ成長分野
への販売開発強化
・経常利益５％以上への基盤づく
り
・顧客満足の獲得による適正利益
の確保
・財務体質の改善
・人財開発（人的資源の活用と育
成）
・12月上旬に決定する

（非製造業）
・新仕入先の拡大
・新材料、新得意先の開発
・成長分野への積極的展開
・顧客サポートの充実
・社員の生産性向上
・働き方改革
・エンジニアリング強化
・若手育成
・安全・安心・サービス向上
・環境に配慮した運送
・社内の危険を取り除く
・人財採用と育成
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・WEB集客ノウハウの確立
・フィロソフィの浸透
・人財採用と育成（関東中心）
・新規顧客開拓（医療介護）
・働き方改革に伴う積極的PR
・新中期経営計画（2019～2021年）
に向けた営業体制、社内体制の
再構築
・エンジニアリングの強化
・経営理念の浸透
・商品力の強化
・人財育成
・営業活動の強化
・売上・総利益の拡大
・海外ビジネスの拡大
・働き方改革
・顧客の求める品質基準をクリア
し、安心・安全な商品を継続的
に提供することでさらに信頼さ
れる企業となる
・国内・海外拠点において製造・
販売部門の充実を図り顧客の求
める世界最適調達に貢献する企
業となる
・能力に優れた人財の確保と社員
のスキル向上を図り、多様化す
る顧客の要求事項に対し、満足
いただける体制を備えた企業と
なる
・人事強化
・人財育成
・事業継承
・新規開拓のプロジェクト化（抜
本見直）
・新事業の創出
・既存深耕プロジェクト
・民需拡大
・社員教育
・新分野への参入
・売上アップ
・粗利アップ
・働き方改革
・在庫アイテムエリア単位50万ア
イテムに向けた在庫増強を目指
す
・新しい産業構造やルールの変化
から時流の本質を見極める
・組織変更による経営戦略推進の
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スピードアップを目指す
・生産性の向上
・業績の回復
・投資ができる利益とキャッシュ
フローの確保
・人財の活用
・売上拡大
・生産性の向上
・新規事業
・社員満足
・地方創生
・海外展開
・対応力
・リーダーの育成・人間力
・新しい業態へ進出
・売上・利益増
・販路拡大
・深耕開拓
・新規開拓
・品ぞろえの充実
・首都圏ビジネスで営業力強化に
よる受注・売上高の向上
・システム開発力増強（SE人財の
増強）＝人員増
・システム開発の生産性向上
・自社製品（PBを含む）の開発充実
・省エネ・環境ビジネスの推進
・首都圏市場におけるシェア拡大
・会計業務の見直し
・販売ルートの開拓
・仕入先との共同商品開発
・適正な利幅確保
・新規開拓推進
・海外事業の推進
・幹部社員の育成
・自社商品の開発
・社内プロジェクトの活性化
・新しい業界への参入
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質問３のその理由

（製造業）
好転する理由
・自民党政権の持続による経済活性
化持続
・海外市場が順調に伸びている
・2020年より好転する、舶用需要の

5社
10.6％

9社
19.1％

25社
53.3％

6社
12.8％

6社
18.2％

8社
24.2％

4社
12.1％

40社
49.9％

15社
45.5％

11社
13.8％

17社
21.2％

10社
12.5％

1社 2.1％ 1社 2.1％ 1社 1.3％ 1社 1.3％

2017年に好転する 2017年以降で３年以内に好転する
2017年もこのまま継続後高い成長は考えられない 2017年はなだらかに悪くなる
2017年は急激に悪くなる わからない その他 無回答

合計
47社
100.0％

合計
33社
100.0％

合計
80社
100.0％

製造業 非製造業 全　体〈昨年〉

16社
34.8％

22社
47.9％ 13社

41.9％
35社
45.4％

14社
45.2％ 29社

39.0％

3社 6.5％
4社 5.2％
3社 3.9％3社 6.5％ 1社 3.2％2社 4.3％ 3社 9.7％ 5社 6.5％

2018年に好転する 2018年以降で３年以内に好転する
2018年もこのまま継続後高い成長は考えられない 2018年はなだらかに悪くなる
2018年は急激に悪くなる わからない その他 無回答

合計
46社
100.0％

合計
31社
100.0％

合計
77社
100.0％

その他：2018年も引き続き成長するが、2019年度以降は未知数。食料品の軽減税率が始まると不安。

製造業 非製造業 全　体〈今年〉

質問3　2018年の経営環境が好転するか、落ち込むか
昨年は「2017年もこのまま継続後高い成長は考えられない」が第１位で全体では40社49.9％でしたが、今年は

第２位で29社39.0％と減っています。
今年の第１位は「2018年以降で３年以内に好転する」で35社45.4％と景気の上昇を予測する経営者が多いです。

経営環境が「好転する」又は「落ち込む」理由が列記されています。「好転する」理由ではオリンピック効果やIT技
術の発展で市場の拡大、政治の安定。「落ち込む」理由では人口減少、人件費の高騰、国内消費の低下などが挙がっ
ています。

回復
・2020年東京オリンピックまでは公
共事業を含めて好転する
・首都圏を中心にビッグプロジェク
トが始まる
・アマゾン効果、オリンピック効果
・新規営業活動の成果
・特に悪化する要因が見当たらない

・国を挙げての大イベント、インフ
ラ、AI・IoTの進化等々
・ｅコマースや流通にかかわる物流
が伸びると予測している
・急成長は見込めないが、内需回復
と製造業の輸出の好調は続くと�
予想
・建設業界以外好転する要因がない
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質問４　自社が今後取り組もうとしている経営施策� �
（複数項目選択）

第１位は全体で「社内コミュニケーションの向上」と
「自社の固有技術を磨き継承する」の２つが32社41.6％、
つづいて「自社商品の開発」28社36.4%、「女性の活用」
が26社33.8%、「賃金体系・人事評価の見直し」と「経
営理念の浸透」が22社28.6%と続きます。

 業態項目 製 造 業 非製造業 全　　体
女性の活用 14社 30.4％ 12社 38.7％ 26社 33.8%

高齢者の活用 11 23.9 4 12.9 15 19.5
外国人の活用 12 26.1 1 3.2 13 16.9
障碍者の受け入れ 7 15.2 2 6.5 9 11.7
社内コミュニケーシ
ョンの向上 22 47.8 10 32.3 32 41.6
賃金体系・人事評価
の見直し 16 34.8 6 19.4 22 28.6
自社商品の開発 22 47.8 6 19.4 28 36.4
他社との業務提携・
共同開発 14 30.4 6 19.4 20 26.0
自社の固有技術を磨
き継承する 23 50.0 9 39.0 32 41.6
大学との連携 7 15.2 2 6.5 9 11.7
ITのさらなる活用 16 34.8 5 16.1 21 27.3
IoTへの取り組み 13 28.3 6 19.4 19 24.7
AIへの取り組み 5 10.9 2 6.5 7 9.1
ロボットの活用 16 34.8 1 3.2 17 22.1
ビッグデータの活用 4 8.7 3 9.7 7 9.1
経営理念の浸透 15 32.6 7 22.6 22 28.6
事業承継 5 10.9 2 6.5 7 9.1
中長期経営計画の策定 8 17.4 2 6.5 10 13.0
M&Aによろ事業拡大 7 15.2 3 4.7 10 13.0
インバウンドへの対応 0 　　 2 6.5 2 2.6
自社の経営に独自性
を出す 4 8.7 1 3.2 5 6.5
その他 2 4.3 3 4.7 5 6.5
無回答 0 　　 0 　　 0 　　

合計 243（46社＝100％） 95（31社＝100％） 338（77社＝100％）
その他：技術の継承。能力に優れた人財の確保。大企業に通用するレベ

ルの向上。働き方改革。� �
自社の経営に独自性を出す方面；従業員が幸福を感じられるよ
うな施策等。アグリ市場への進出。東南アジアへの展開。成長
市場への参入。人員増強。

今年も何が起きても不思議ではない年になりそうですが、備えあれば憂いなしです。自社の強みを常に磨いて激変
の経営環境に適応し、今年がよき年になりますようお祈り申し上げます。

悪くなる理由
・人口減少（２社）
・エネルギー分野で当社のLNG案
件は引き続き需要減
・高齢社会の急速な進展に伴い、福
祉予算の抑制
・鉄鋼原料の高騰
・原材料価格の高騰
・円安基調が続く
・経営感覚から
・客先（食品会社）の利益が圧迫され

る可能性がある

（非製造業）
好転する理由
・関東・首都圏の開発計画は群を抜
いている
・オリンピック施設の建築、リニア
工事も始まっている
・建設業界であり、非住宅建設も活
況
・政治の安定、オリンピックの東京

開催景気
・安定的に緩やかな成長カーブを描
く中で、質（経営品質）の向上を図
ることでいい会社になる

悪くなる理由
・人件費が重い
・国内消費の低下
・関わっている市場によくなる要因
があまりない
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私の七転八起

2017年10月末に73歳を迎え、『私の七
転八起』の執筆依頼にお応えする事としま
したが、振り返ればいつも転び躓

つまず
く人生の

連続でした。その中で株式会社テツタニの
代表取締役を25年超担えてきたのは『転

こ

けてなんぼ』という前向きさと何とかなる
という強い信念ではなかったかと思ってい
ます。
それでも社長業25年超のビジネス人生
では忘れる事の出来ない辛い悔しい情けな
い転

こ
け方もありました。
それは約20年前に金融機関からの貸し
渋り、貸しはがしに遭遇した事です。当時
財務基盤が極めて脆弱な当社は、仕入れの
大半をヨーロッパから船で運んでおり、景
気の低迷と相俟って資金繰りに困難を来た
すこととなりました。『資金不足・過剰在
庫・販売不振』のトリレンマに陥ったので
した。社長業を５年程度経験していた時で
したが、『キャッシュフロー』の真の意味
さえ十分に理解出来ていなかった私は、ど
うこの課題を解決するのか自己嫌悪に陥り
ながらも、日々悪戦苦闘の連続でした。

しかし自宅の不動産を担保に入れ、私自
身も遅まきながら『資金繰り』について夜
間の研修会に参加し、外部のアドバイザー
の親身になっての多くの助言を受け、この
大変な状況を乗り越える事が出来ました。
そして今日まで経営者にとって何が最も大
切なのか、『資金繰り』『事業承継』を念頭
に置いて経営の舵取りをして参りました。
今振り返り、あの時転

こ
けていなければ現

在の当社の発展はなかったのではないかと
思っています。転

ころ
ぶことで学び、学びの中

から知恵が出され、会社発展のエネルギー
の源泉になるのではと考えます。近い将来、
長男に社長業を譲り、新社長が創業100周
年に向けた舵取りをしてもらうべくその準
備に取り組んでいます。長男には長男のや
り方で企業運営に当たれば良いと思ってい
ますが、『転

こ
けてなんぼ』『転

こ
けて成長』と

いう私の実体験はきちんと伝えて参りたい
と存じています。100周年まで後８年、テ
ツタニファミリーが一つになって目標に向
かって進んでいくことを念願しています。

第22回

ビジネス人生、転
こ
けてなんぼ

� ㈱テツタニ 社長 鉃谷 明
�
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経営に関する

健康悩みの相談室
第６回
ストレスチェック制度における
高ストレス者への対応
山崎健太
アセッサ産業医パートナーズ株式会社　代表取締役
産業医・精神保健指定医

◆ 高ストレス者の医師面接希望率
ストレスチェック制度が法制化されました

が、その集計結果が初めて厚生労働省から公
表されました。それによると、受検対象となっ
た労働者のうち、実際に受検した人は全国 
平均で78％と比較的高値でしたが、医師に
よる面接指導を受けた人は受検者のわずか
0.6％に過ぎませんでした。ほとんどの高ス
トレス者は医師面接を希望することなく、会
社の中で放置されている可能性があり、その
方々にどう対応していくのかが今後の課題と
なっています。「高ストレス者＝病気」とい
うわけでは全くありませんが、高ストレス者
はそうでない人と比較して約３倍うつ病等に
なりやすいという研究結果もありますので、
何らかの対応が求められます。

◆ 医師面接以外の相談窓口確保を
では、なぜ医師面接を希望する高ストレス

者が少ないのでしょうか？その理由のひとつ
として、ストレスチェックの仕組み上、面接
希望をした場合には自分の受検結果が自動的
に会社に開示されることになっている点が挙
げられます。ストレスチェックの結果に基づ
いて会社が労働者に不利益な取扱いをするこ
とは法令上禁止されていますが、それでもや
はり自分の結果が会社に伝わることに躊躇す
る人は多いようです。これはストレスチェッ
クが実施される以前から想定されたことでも

あり、国としては以下の対応を取ることを勧
めています。

①社内の相談窓口を利用する
社内に産業保健スタッフ（産業医等）がい

る場合は、ストレスチェック制度における医
師面接とは別枠で産業保健スタッフに直接相
談できることを、ストレスチェック結果返却
時の紙などに記載し労働者に周知します。こ
の相談は、ストレスチェック制度の医師面接
とは異なり、自分の受検結果を会社に開示す
ることには繋がらないので、より安心して相
談できる点を強調するのが良いでしょう。

②社外に相談窓口を設置する
産業保健スタッフが事業場内にいない、又

はいたとしてもあまり機能していない場合も
あります。特に、嘱託産業医の場合、月に１
回短時間しか職場訪問しないため、労働者が
産業医に対し気楽に健康相談をできる体制に
はなっていない会社も多いように思います。

その場合には、EAP（Employee Assistance 
Program：従業員支援プログラム）サービ
スを利用する等して、労働者が電話などでい
つでも気軽に相談できる社外窓口を整えてお
くのも一つの方法です。公的な相談窓口（働
く人の「こころの耳電話相談」等）を案内す
るのも良いでしょう。



2018年３月開講　合同新入社員講座

●受け身姿勢の新入社員をどう鍛えるか
　2012年12月、安倍政権スタートと同時に始まった景気回復が2017年12月で丸５年を超え、景気回復
局面で戦後２番目の長さになります。それにより、大企業を中心に新卒採用が増え、売り手市場が常
態化しています。バブル崩壊前の内定者引き留めやその後の対応（新入社員を甘えさせ中堅社員になっ
ても一人前にならない）が蘇ります。
　さて、当事者の新入社員は大学が準備した就職支援プログラムや懇切丁寧な指導で、積極的に自分
で考え行動するよりも受け身でやる方が無難であると言う認識を持ちます。毎年の新入社員研修講座
を実施していても、近年は高卒と大卒の見分けがつきません。言われた事には忠実に動くが、質問や
意見を投げかけてくる受講者は殆どいません。
　協会の「合同新入社員講座」は今年で54回目の開催（延べ65,000名受講）になりますが、内容は毎
年見直しを実施しています。社会人としてのマナーや心構えをしっかりと身につけ、目標や計画を立
て、PDCAを回していく体験学習を中心に構成しています。新入社員には経験は無いがやる気はあり
ます。スタート地点で基本を学び、積極的な姿勢を持ち、働きがいを見つけていけるような新入社員
が企業の明日を担います（2018年３月開講　合同新入社員講座は下記参照）。
　随分昔になりますが、名古屋大学の故若林満名誉教授らが「大卒新入社員の組織内キャリア発達過
程の実証的研究」を13年間に渡って実施しました。係長への昇進スピードの速さを決めるのは、出身
大学や潜在的能力などの先行的要因よりも、配属先の上司との信頼関係や競争のある環境での経験学
習等の後天的な要因が大きいのです。入社３年間の経験が、その後のキャリアに多くの影響を与えて
いると結論付けました。すなわち、入社３年間をどう過ごさせるか、どこに配属し（上司、職務環境
を含む）、どういう仕事（職務実績の達成）を与えるかにかかっています。

一般社団法人 大阪府経営合理化協会 常務理事　高安正美

日

程

表 9:00 ～ 12:00

仕事の目標、目的意識（体験学習）自己成長、ストレスとの付き合い方
サンタ㈱

代表取締役　寺田由香里
コンサルタント　石黒　　周

13:00 ～ 16:30

◉と　き 2018年 3月28日㈬～30日㈮　9時00分～16時30分
◉ところ マイドームおおさか8Ｆ 第 1・2会議室 （堺筋本町 TEL06-6947-4321）

◉対　象 中堅中小企業の2018年学卒新入社員（大卒、高卒、短大卒）

◉参加費 （大卒おすすめコース） 一人 21,000円 （消費税別・昼食付き）3日間（3/28-30）
（高卒おすすめコース） 一人 16,000円 （消費税別・昼食付き）2日間（3/28･29）

1
3 28 ㈬

日
目

2
3 29 ㈭

日
目

3
3 30 ㈮

日
目

9:00 ～ 12:00

ビジネスマナー、基本の徹底（実習）　～電話、接遇、話し方、人間関係～ ㈱アイ・プラス
取締役　中村　桂子

13:00 ～ 16:30

新入社員に期待するもの
　～日本一明るい経済新聞
　　編集長が語る～

㈲産業情報化新聞社
代表取締役　竹原　信夫

9:00 ～ 10:30

アイ人財企画
主宰　伊藤　　靖

10:40 ～ 12:00

仕事をスムーズに進めるには
　～コミュニケーションと
　　計画づくり～

13:00 ～ 16:30

新入社員をどう鍛えるか
～企業の明日を担う人財を育てる～

─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─ ・ ─
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編集メモ
※新年明けましておめでとうございます。
※新年号では年間テーマ「激変に耐えうる独自の強味を創る」を取
り上げました。何が起きても不思議でない時代をしっかりとした
経営理念で中・長期的見通しをもって生き抜かねばなりません。
※新春座談会では、そのヒントがいくつもあるように思います。�
ご一読下さい。
※講演録では堀場会長のユーモア溢れる経営のあり方の真髄を掲載
しています。
※年賀広告では59社のご協賛をいただきました。厚くお礼申し上げ
ます。� （佐竹）

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖　　　　　　　　　　　　　　　　❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖
❖� ❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

次号予告 春号（４月１日発行）

巻頭言／技術革新で他社にできないものを創る

 特集／技術革新による生産性向上  
事　例／わが社の技術革新で新製品・新事業開発      ２社の事例
寄　稿／AI・IoTで進展する生産現場の変革

講演録／年頭大会より「人や社会のお役にたててこそ、事業であり企業である」
トラスコ中山㈱　代表取締役社長　中山　哲也

ハツラツ社長登場、名言・格言、協会トピックス、新会員紹介、協会事業紹介、
経営に関する健康悩みの相談室、私の七転八起




