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目次
松

本

圭

介

㈲エイエムアイ 代表取締役社長

2

特集／協会創立60周年記念号Ⅰ












世の中の出来事と協会のあゆみ 

3

会員企業アンケート
「令和時代の中小企業の生き方」

9



第1７回

名言・格言集 

北

浦

講演録 世界の大転換 
	

中

ハツラツ社長登場／「現場力」にさらに磨きをかけ、
（第61回）
次代の社会インフラ事業を支える
私の七転八起／なんでやねん思考で商品開発 
（第28回）

愼

三

16

田

宏

17

十

河

元太郎 

21

西

川

雅

23

太陽シンクス㈱ 社長

日本の構造研究所 代表

（総会特別講演より収録）

協和テクノロジィズ㈱ 代表取締役兼CEO

夫

セキセイ㈱ 代表取締役会長

協会トピックス 

24

会員企業紹介（第３回）

北

村

良

太

25

中小企業のＭ&AについてのFAQ 
（第３回）

中

井

裕

介

26

寿工業㈱ 社長

㈱オンデック シニアコンサルタント

暑中お見舞い広告 

27

ワイドレンズ 

◎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）

高

安

正

美

（一社）大阪府経営合理化協会 専務理事

1

•••••••••••••••••••••••
表紙の説明
•
•
• 60年という長い時代のうねりの中を常に •
•
•
• 進化し続け、今後も力強く前進していこう •
• とする様を表現しています。
•
•
•
•••••••••••••••••••••••

ひろげよう創造と連帯

〈我々のクリード〉

〈2019年 年頭方針〉

我々は価値ある繁栄をめざす

故きを知り新しきを知る

●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

（一社）大阪府経営合理化協会
専務理事

高安

正美
令和時代の経営

令和が始まりました。平成の道のりも日本にとっては厳しい
時代であったと思います。
ヤフーはスマホ時代の到来に対して、超速ではなく爆速を変
化へのスローガンとして掲げ成長を実現しました。さて、令和
時代は更なる変化に直面するのでしょうか。例えばシリコン
（半導体）サイクルは定期的にやってきますが、そのサイクル
を読み切ることは難しい。AIやIoT、自動運転がシリコンサイ
クルを加速させます。
企業は加速を選ぶのか、それとも平穏無事を選ぶのか、令和
時代は企業も個人にも大きな試練が訪れるかも知れません。
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令和時代の技術革新と企業経営



㈲エイエムアイ
代表取締役社長
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 平成が終わりを告げ、令和という名の時代に入りました。令和を語るには、平成を語る必要 


 があると思います。

 平成時代に起こった技術革新には、以下のようなものがあります。コンピュータ技術の驚く 


 ほどの進歩、インターネットの発達、ロボット技術の進歩、大画面薄型ディスプレイの台頭、 
 太陽光発電や風力発電等の新エネルギーの拡大、様々な分野での省エネ技術の革新。平成の大 
 発明だと思われた携帯電話さえ過去のものとなり、今はスマートフォンが主流です。自動車や 


 家電製品、各種機械装置類も大きく進化しました。

 この延長線上に、令和時代の技術革新があると考えます。IOT技術により、あらゆるモノが 


 遠隔操作により自由にコントロールできる世界が来ます。AI技術がどんどん進んで行き、人 
 間に代わって仕事をする時代が来ます。AIが進化すると人間のする仕事がなくなる、という 
 話もありますが、私はそうは思いません。確かに、AIによって失われる仕事もありますが、 


 生まれてくる仕事も幾つもあると思います。IT技術の発達によって、平成初期なら３人でし 
 ていた仕事が、今では１人で出来るようになりました。じゃあ、３人のうち２人が失業したか 


 と言うとそうではありません。人間を必要とする仕事はどんどん生まれて来ます。その証拠に、 
 現在の有効求人倍率は1.6倍を超えています。

 これだけ技術が発達してきて、情報が飛び交う時代になると、中小企業の企業経営にも変化 


 が出て来ます。優良企業はどんどん業績を伸ばし、優良じゃない企業は淘汰されます。優良企 
 業になるにはどうしたら良いか、実は、簡単です。自社の弱い部分にプロを雇って、その部分 


 を強化していくことです。中小企業は小回りが効く半面、どこかに弱点を持っている場合も多々 
 あります。その部分に投資して、自社を強化することをお勧めします。営業のプロ、人事戦略 


 のプロ、経営戦略のプロ、新規事業開発のプロ、書類作成のプロ、本物のプロを上手く活用し、 
 自社を強化することが今後の生き残りに非常に重要だと感じます。

 令和がいつまで続くかはわかりませんが、世界的に見れば、今後20年で、自動車も航空機も 


 家電製品も市場は２倍以上に伸びると思われます。これは、アジア・アフリカの発展によるも 
 のです。どうすれば、世界に自社の製品を事業展開できるか、その仕組み作りも重要だと感じ 


 ます。

 アジア・アフリカが発展すれば、最も重要なのが食糧問題です。食糧問題を解決する上で、 
 最も重要な技術革新は、私は、海水淡水化技術だと思っています。簡単に海水を淡水にし、砂 


 漠を耕作地にできれば素晴らしいと思いませんか。100年後の人類が緑に覆われたサハラを見 
 て、「昔、ここには砂しかなかったんだよ」「嘘、信じられない」なんてロマンだと思いません 


 か。ロマンこそが、私たちが令和を素晴らしい時代にする最大のエネルギーだと信じます。
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ＩＢＭがフロッピーディスクを開発
ロンドンのバークレー銀行世界初のＡＴＭ設置
中国が初の水爆実験実施
第三次中東戦争勃発

商法改正
トヨタ自動車と日野自動車業務提携を発表
公害対策基本法公布
メートル法完全施行

教育ツール発行開始
労務改善事業開始
ＪＥＣ相互研究会開始

㈱神戸屋吉澤一郎氏二代目会長に就任

早川電機工業がＩＣ電卓を発売
第１回ＺＤ研究会開催
公害対策基本法公布
東洋工業が世界初のロータリーエンジン搭載車発売 ＺＤ運動の推進を全会員にキャンペーン

中小企業庁から感謝状をうける
ＰＥＣ（生産担当重役定例研究会）結成
大阪府知事より産業功労賞の表彰を受ける
制度設計事業開始

中国で文化大革命（１９７７年終結）
インドネシアとマレーシアが国交樹立
フランスＮＡＴＯ軍から脱退

日本の総人口１億人突破
戦後初の赤字国債発行が閣議決定
名神高速道路全線開通
日韓基本条約に調印

創立５周年記念事業実施
ＪＥＣハードセミナー開催
第 回協会長期計画策定委員会開催

カネミ油事件発覚
道路交通法改正。違反点数制度導入
日本初の心臓移植手術に成功
小笠原群島日本に返還

中国で文化大革命始まる
第二次印パ戦争勃発
シンガポールがマレーシアから独立

東京オリンピック開催
東海道新幹線開業
ＯＥＣＤに正式加盟
日本人の海外観光渡航自由化

中ソ国境紛争勃発
フランス水爆実験実施
ワルシャワ条約機構軍がチェコスロヴァキアに
軍事介入


米国による北ベトナム爆撃
インドネシアが国連を脱退（翌年復帰）
中国が原発実験に成功、核保有国に

1968

1967
ＤＥＣが世界初のミニコンピュータを発売
ＯＰＥＣ（石油輸出国機構）結成
ＯＥＣＤ（経済協力開発機構）創設
アフリカで独立が相次ぐ

ビルマで軍事クーデター発生
東ドイツが東西ベルリンの境界を封鎖
ガガーリン、人類初の有人宇宙飛行成功
韓国で軍事クーデター発生

米英間でナッソー協定締結
米国、キューバ海上封鎖表明（キューバ危機）
中印国境紛争勃発
イエメンで内戦勃発

ギリシャとトルコが戦闘開始
中国とフランスが国交樹立
ケネディ大統領暗殺事件発生
南ベトナムで軍事クーデター発生

池田首相、所得倍増計画を発表
カラーテレビの放送開始
ソニーが世界初のトランジスタテレビ発売
タカラのダッコちゃんが大ヒット

東京都が世界初の１千万人都市に
農業基本法公布
大阪環状線全通

戦後初の国産旅客機ＹＳ― 完成
当時世界最大タンカーが佐世保造船所で進水
後楽園ホールがオープン

日本で最初の原子力発電開始
早川電機工業が世界初の半導体化された電卓発表
国鉄が自動列車停止装置（ＡＴＳ）使用開始
黒部川第四発電所が完成

会報「合理化」創刊
初代会長に山合亮三氏（山合製作所）が就任
創立総会開催

第１回夏期研修講座開催
大阪府商工会館にて業務開始

社団法人に改組
ＪＥＣ（青年重役定例研究会）結成

合同新入社員教育講座開始
夏期トップセミナー開始

ＴＥＣ、ＪＥＣ合同夏期セミナー実施
中小企業経営管理者研修講座開始
ＴＥＣ（経営者定例研究会）結成

国内の出来事

協会のあゆみ

日米新安保条約調印
個人タクシーが認可される
伊勢湾台風発生、死者５千 人
東海道新幹線起工式が行われる

1

※日経平均年別最高値のみ年次データ

1966
フランスが原爆実験。第四の核保有国になる
アスワン・ハイ・ダムの建設始まる
カメルーンが独立
シンガポールが独立

世界の出来事
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11

41

いざなぎ景気
40年
不況

岩戸景気

1965
1964
1963
1962
1961

1960

1959

年度

1959～1968年度
■ 特集 ■ 世の中の出来事と協会のあゆみ
日本の名目GDP推移（左目盛、単位：兆円）

日経平均年別最高値（日々の終値ベース、右目盛、単位：円）

中越戦争勃発
イラン革命が発生
米国と中国が国交樹立
イギリスで世界初の体外受精児誕生

文化大革命終結宣言
東南アジア条約機構が解散

日米漁業協定調印
日本初の静止衛星打ち上げ成功
田中前首相ロッキード事件で逮捕

永大産業が戦後最大級の負債を抱え倒産
日本初の増殖炉臨界を達成
日本初の静止気象衛星ひまわり打ち上げ
領海法施行

円高により一時１８０円を突破
立石電機が日本初の電子体温計発売
日中平和友好条約調印
成田国際空港開港

米・ソが２００海里漁業専管水域を実施
南北ベトナム統一
アップルコンピュータ設立

第１回マイクロ・コンピュータ研究会開催
第１回コンピューター活性化研究会開催

第１回マネジメントゲーム公開演習会開催
第１回ＤＡＴ訓練開催
明和グラビヤ化学㈱大島康弘氏四代目会長に就任

大和運輸が宅急便をスタート
イーストマン・コダックの開発担当者が世界初
のデジタルカメラを発明 日本リクルートセンターから
第１回異業種トップ戦略会議開催

「週刊就職情報首都圏版」創刊 労務責任者のための定例研究会結成
第１回先進国首脳会議開催

ソニーが家庭用ビデオテープレコーダー発売
サイゴン陥落によりベトナム戦争終結
「合理化」創刊１００号特集号発刊

大阪日中友好青年の船に参加
協会創立 周年記念事業実施

パリ和平協定（ベトナムから米軍撤退）
英国、ポンドの変動相場制移行
ウォーターゲート事件発覚
イスラエルの空港で日本赤軍乱射事件発生

第一次オイルショック
第四次中東戦争勃発
東西ドイツが国連加盟
チリ・クーデター発生

札幌オリンピック開催
日清食品がカップヌードルを発売
円変動相場制移行
マクドナルド日本１号店オープン

為替レート変動相場制に移行
日中国交正常化共同声明
田中角栄「日本列島改造論」発表
沖縄返還

ベトナムと国交樹立
全国銀行データ通信システム稼働

第１回ブレーンサークル「広角望遠経営」開催
東京合理化研究会発足
第１回目標管理研究会開催

中小企業庁から表彰状を受ける
第１回経営計画研究会開催
ＭＥＣ（販売重役定例研究会）結成
第１回未来ゼミナール開催

第１回勤労青年洋上大学開催
創造性ニュース第 号発刊
東洋シャッター㈱渡辺怘氏三代目会長に就任

吉澤基金設立
経営後継者育成講座開始
ビジネスガイド発刊

気象庁のアメダスが運用開始
セブンイレブン１号店出店
商法改正

アラブ首長国連邦建国
中国が国連加盟
ニクソンショック（金とドルの交換停止）
オーストリアと中国外交関係を樹立

三島由紀夫割腹自殺
いすず自動車ＧＭ社と提携発表
ソニー、ニューヨーク証券取引所に上場
日立製作所、ＬＳＩを開発

ポルトガルの独裁体制が崩壊
中国が日本との航路断絶

世界経済フォーラム（ダボス会議）設立
イタリアと中国が国交樹立
プラハの春が事実上終焉
中国が人工衛星の打ち上げに成功

15

インターネットの母体となるＡＲＰＡＮＥＴ
よど号ハイジャック事件発生
が運用開始 大阪万博開催
住友銀行が日本初の現金自動支払機を設置
日本がＧＮＰで世界２位となる

国内の出来事

1

協会のあゆみ

協会クリード発表
協会創立 周年記念事業実施
第１回コンピュータ研究会開催

10
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1978

1977

核拡散防止条約が発効
米国アポロ 号月面有人着陸

世界の出来事

11

※日経平均年別最高値のみ年次データ

1976

1975
1974
1973
1972
1971

1970

1969

年度

1969～1978年度
■ 特集 ■ 世の中の出来事と協会のあゆみ
日本の名目GDP推移（左目盛、単位：兆円）

日経平均年別最高値（日々の終値ベース、右目盛、単位：円）

いざなぎ景気

平成景気
円高
不況

米国で商用インターネットが開始
イラン・イラク戦争停戦
米国、イラン航空機撃墜
ソ連がアフガニスタンからの撤退
昭和天皇崩御
リクルート事件発覚
瀬戸大橋開通

東研

労働福祉事業の推進に貢献したことにより
労働大臣から表彰状を受ける

山喜㈱宮本雅史氏七代目会長に就任

周年記念台湾セミナー実施

青函トンネルが開業
日本航空民営化
日本の外貨準備高が世界一へ
国鉄が分割・民営化

ＮＴＴが携帯電話ショルダーフォン発売
フィリップス初のＣＤ―ＲＯＭドライブ発表
三光汽船が倒産。戦後最大規模
プラザ合意
 （日本円が２００円台から１００円台に高騰） 日航ジャンボ機墜落
ソ連、核実験実施
電電公社、専売公社が民営化

富士写真フイルムが「写ルンです」発売
大手企業が続々とＣＩ導入
男女雇用機会均等法施行

中国とベトナムが衝突
株式市場大暴落（ブラックマンデー）
香港が中国に返還
世界の人口が 億人突破

1988

1987
チェルノブイリ原発爆発
米国、リビア爆撃

50

Ｃ＆Ｎ研究会結成
協会が大阪府中小企業労務改善・労働福祉事業の
国庫助成集団に選定される



ＩＢＣ（インターデシプリナリー・ブレーン・
サークル）第１回開催

ニューメディア研究会結成
労基塾結成

フォークランド紛争勃発
エジプトのサダト大統領暗殺
南アフリカ共和国軍、アンゴラ侵攻
エイズが発見される

世界初のコンピュータウイルス出現
ＩＢＭ産業スパイ事件発生
フォークランド紛争終結

アップル初代マッキントッシュ発売
モトローラ世界初の手持ち可能携帯電話発売
米国、グレナダに侵攻
フランスがチャド内戦に軍事介入

イスラエル軍がレバノンから撤退開始
インド首相が暗殺される
英国がリビアと国交断絶

日本の自動車生産台数が世界１位に
電電公社光ファイバーの開発に成功
ＴＯＴＯがウォシュレットを発売
任天堂がゲーム＆ウォッチを発売

ホテルニュージャパン火災発生
敦賀発電所で放射能漏れ事故が発覚
米原潜当て逃げ事件発生
商法改正

老人保健法施行
中央自動車道が全線開通
財形年金制度施行
ソニーが世界初のＣＤプレーヤー発売

日経平均株価が初めて１万円を突破
任天堂がファミコンを発表
東京ディズニーランド開園

エイズが流行
トヨタ自動車、製造業で初の５兆円企業に
ミノルタが世界初のＡＦ一眼レフカメラ発売

協会創立 周年記念事業実施
大卒求人システム「個性ある優良企業」開始

因幡電機産業㈱因幡弥太郎氏五代目会長に就任
経営二世塾１期生スタート

ＪＥＣ創立

「個性ある優良企業」第１回合同会社説明会開催

ＴＥＣ 周年記念夏期トップセミナー開催
「個性ある優良企業」刊行５周年記念パーティ開催

協会新シンボルマーク発表
協会創立 周年記念事業実施

イラン・イラク戦争勃発
トルコでクーデター発生
中国がＩＭＦに加盟

ソニーがウォークマンを発売
ＮＥＣがパソコンを発売
フォードが東洋工業へ資本参加決定
日本で初めて先進国首脳会議開催

国内の出来事

スリーマイル島で原発メルトダウン発生
エジプトとイスラエルが国交樹立
第二次オイルショック
ソ連がアフガニスタン侵攻

世界の出来事

星電気製造㈱古橋了氏六代目会長に就任

周年事業実施

協会のあゆみ

－5－

25

20

20

2019. 夏号

15

20

※日経平均年別最高値のみ年次データ

1986

1985
1984
1983
1982
1981

1980

1979

年度

1979～1988年度
■ 特集 ■ 世の中の出来事と協会のあゆみ
日本の名目GDP推移（左目盛、単位：兆円）

日経平均年別最高値（日々の終値ベース、右目盛、単位：円）

アジア通貨危機発生
香港が中国に返還
スーパーコンピュータがチェス世界チャンピオン
に初勝利

ＮＡＴＯ軍がユーゴスラビア空爆
ロシア財政危機発生
決済用仮想通貨としてユーロ導入
イラクを米英が空爆
長野冬季五輪開催
金融機関相次ぐ破綻（山一証券等）
臓器移植法成立
消費税５％に引き上げ

日銀、ゼロ金利政策実施
長銀破綻
規制緩和で医薬品の一部が医薬部外品に
日本版金融ビッグバンスタート

第５次ＩＢＣ第１回全体会議開催
東研 周年記念中国経済視察

㈱光アルファクス畑正雄氏九代目会長に就任
ＫＮ会（経営二世塾ＯＢ会）を結成

米国軍、ソマリアから撤兵
ＮＡＦＴＡ発効
欧州連合（ＥＵ）が発足
北朝鮮がノドン１号を試射

ＷＴＯ発足
第一次チェチェン紛争勃発
南アフリカでアパルトヘイト撤廃
ＮＡＴＯボスニア紛争で空爆

フランス、核実験強行
ＷＩＮＤＯＷＳ 発売
ベトナムＡＳＥＡＮに正式加盟
ＡＭＡＺＯＮ．Ｃｏｍがサービス開始

世界初のクローン羊開発成功が判明
韓国が経済協力開発機構に加盟
中国が核実験実施

ソニーがＭＤプレーヤー発売
自衛隊初のＰＫＯ派遣
リクルートがダイエー傘下となる
国家公務員の週休２日制スタート

Ｈ―Ⅱロケット１号機打ち上げ成功
ＪＲ東日本が上場
定期預金金利が完全自由化
商法改正

地下鉄サリン事件発生
阪神淡路大震災発生
関西国際空港開港
商法改正

歳以上の人口比率が ・５％に達し、高齢社会へ
ＰＬ法施行
労研
超円高により１ドル 円割れを記録


東京ビッグサイト開場



米英仏軍、イラクのミサイル基地爆撃
欧州経済共同体加盟国で単一市場設置
韓国、中国と国交樹立
中国が社会主義市場経済を標榜

育児休業法、暴力団対策法施行
改正大規模小売店舗法施行
自衛隊ペルシャ湾掃海派遣（海外派遣初）

国内の出来事

周年記念中国経済視察

第１回パソコンカレッジ開講

マーストリヒト条約調印
ソビエト連邦崩壊
スロベニアとクロアチア独立宣言
イラク、国連安保理の停戦勧告を受諾

海外渡航者初の１千万人突破
松下電器産業がアメリカのＭＣＡを買収
大阪市で花博開催
商法改正

Ｏ１５７による集団食中毒発生
国内初商用検索サイトＹａｈｏｏ！ＪＡＰＡＮ
がサービス開始

湾岸戦争勃発（多国籍軍イラク空爆）
東ドイツと西ドイツが再統一
ソ連と韓国が国交樹立
イラクがクウェートに侵攻

大蔵省、金融機関に総量規制を実施
三菱地所がロックフェラーセンター買収
ソニーが米コロンビア映画買収
消費税スタート（３％）

14

80

第４次ＩＢＣ第１回全体会議開催
ＭＥＣ結成 周年記念海外視察

片山チエン㈱片山長昭氏八代目会長に就任

協会創立 周年記念事業実施
大阪府より平成元年度能力開発推進事業実施団体
の指定を受ける

資料開発委員会が情報融合化委員会に改称

協会のあゆみ

2019. 夏号

－6－

65

30

20

1998

1997
ベルリンの壁崩壊
米ソ首脳会談、冷戦構造に終止符
米スーパー３０１条日本に適用発表
天安門事件発生

世界の出来事

30

30

95

※日経平均年別最高値のみ年次データ

1996

1995
1994
1993
1992
1991

1990

1989

年度

第二次
平成不況

第一次平成不況
平成景気

1989～1998年度
■ 特集 ■ 世の中の出来事と協会のあゆみ

日本の名目GDP推移（左目盛、単位：兆円）

日経平均年別最高値（日々の終値ベース、右目盛、単位：円）

バブル崩壊

就職氷河期

ITバブル崩壊

世界の推計人口が 億人を突破
北京で１万人規模の反日デモ発生
ヒトゲノム解読の全作業完了

北朝鮮が初の核実験実施
フセイン元イラク大統領の死刑執行
米国の人口が３億人を突破
タイで同時多発爆弾テロ発生

アップルがｉＰｈｏｎｅ発売
米韓ＦＴＡ合意
日中ハイレベル経済対話発足
米国、中国における知的侵害をＷＴＯに提訴

エクアドルがデフォルトを宣言
デルタ航空とノースウエスト航空合併
リーマンブラザーズ破綻

中部国際空港開港
自動車リサイクル法施行
政治家の年金未納問題が相次ぎ発覚

預金者保護法施行
道路関係四公団が民営化
改正介護保険法成立
ペイオフ完全施行

年金記録問題発覚
構造計算書偽装問題でヒューザー社長逮捕
海外在住日本人が戦後初１００万人突破
会社法が施行

歳以上人口比率が ％超、超高齢化社会に
郵政民営化
食品偽装問題が次々と明るみに

円高により１ドル 円まで上昇
人口が１億２８０８万人でピークに
大和生命保険が経営破たん
三越と伊勢丹が経営統合

協会創立 周年記念事業実施
第１次「２桁利益の会社づくり」開催
第１回「飛岡経営塾」開催

中堅企業経営者フォーラム２００５開催

第１回活性化委員会開催
第１回メンバーシップ委員会開催
エスペック㈱野路井進氏第十一代会長に就任

人材活性化研究会発足
ベトナム・カンボジア海外視察研修
第１回「合理化の日」開催
第１回経営革新セミナー開催

第１回経営合理化大賞表彰
サンコーインダストリー㈱奥山泰弘氏
第十二代会長に就任


中国と台湾の航空路線が 年ぶりに復活
ＮＹＭＥＸで原油先物相場が史上最高値更新
欧州連合に カ国加盟し計 カ国に

ユーロ紙幣とユーロ通貨流通開始
中国が世界貿易機関に加盟
米軍によるアフガニスタン侵攻開始
アメリカ同時多発テロ発生

米英によるイラク戦争開戦
アルゼンチン、世界銀行にデフォルト発表
ＡＵ（アフリカ連合）発足
ロシア軍ベトナムカムラン湾から撤退完了

リビアが大量破壊兵器破棄を表明
米軍がフセイン元大統領を拘束

日銀、量的緩和政策開始
ａｍａｚｏｎ、サービス開始
大規模小売店舗立地法施行
雪印集団食中毒発生

雪印食肉偽装事件発覚
狂牛病発生
電子消費者契約法が施行
ユニバーサルスタジオジャパン開業

小泉首相が首相として初めて訪朝
住基ネットワーク稼働
経団連と日経連が統合し日本経団連発足

製造業への人材派遣解禁
自衛隊イラク派遣開始
鳥インフルエンザ感染発生
個人情報保護法・有事関連法案成立

協会創立 周年記念大会開催
経営二世塾創立 周年記念研修実施

無料職業紹介所業務を開始

オーケー化成㈱花谷修氏協会第十代会長に就任
社団法人として初めてプライバシーマークを取得

ギリシャがユーロを導入
フィリピンで連続爆弾テロ発生
ユーゴスラビアでブルドーザー革命発生

商用ＡＤＳＬインターネットサービス開始
第二地銀５行破綻
中小企業基本法改正

65

87

21

国内の出来事

協会のあゆみ

－7－

56

25

65

世界の出来事

20

第三次
平成不況

2008

2007
百度設立
マカオが中国に返還
カンボジア、東南アジア諸国連合に加盟

45

40

2019. 夏号

10

※日経平均年別最高値のみ年次データ

2006

2005
2004
2003
2002
2001

2000

1999

年度

リーマン
ショック
第二次
平成不況

1999～2008年度
■ 特集 ■ 世の中の出来事と協会のあゆみ
日本の名目GDP推移（左目盛、単位：兆円）

日経平均年別最高値（日々の終値ベース、右目盛、単位：円）

就職氷河期

２０１６

２０１７

２０１８

日本における人口減少社会元年
家電大手３社が過去最大の赤字を計上
オリンパス巨額損失隠しを認める
円相場戦後最高値の 円台に

中小企業金融円滑化法終了
衆院選で自公圧勝、政権奪還
尖閣・竹島で中国・韓国との関係悪化
山中教授がノーベル医学生理学賞受賞

国内ＢｔｏＣ ＥＣ市場が
特定秘密保護法が成立
ＴＰＰ交渉に参加
アベノミクスが始動

中村教授がノーベル物理学賞受賞
解釈改憲で集団的自衛権容認
消費税８％に引き上げ

日銀マイナス金利を初導入
ＴＰＰ交渉が大筋合意
安全保障関連法が成立
東芝不正会計で歴代社長辞任

政府が働き方改革実行計画策定
三菱自動車、燃費不正を発表
鴻海、シャープと買収契約

日産、スバル無資格検査発覚
神戸製鋼データ改ざん事件発覚
共謀罪法成立

改正入管法成立
日産ゴーン会長逮捕
築地市場が豊洲へ移転
西日本豪雨で死者２００人以上

第 回中堅リーダー海外（英国・フランス）
第４回経営合理化大賞表彰

ビジネスガイド発刊
第５回経営合理化大賞表彰
セキセイ㈱西川雅夫氏第十三代会長就任
一般社団法人に移行

ＴＥＣ納会を広島ブランチの会と共催開始
第６回経営合理化大賞表彰

アジア視察（ミャンマー・シンガポール）開始
合理化セミナー（会員無料セミナー）開始
第７回経営合理化大賞表彰

ＪＥＣ結成 周年記念海外研修
会員企業の優秀社員表彰を開始
第８回経営合理化大賞表彰
経営幹部塾開始

第９回経営合理化大賞表彰
与信管理サポート事業開始
三京化成㈱小川和夫氏第十四代会長に就任

第 回経営合理化大賞表彰
ＫＫ会（経営幹部塾ＯＢ会）を結成

トランプ氏米大統領就任、ＴＰＰ離脱指示
北朝鮮が核実験を実施
世界各地でＩＳによるテロ頻発
英国が国民投票でＥＵ離脱を決定

フォルクスワーゲンの排ガス不正が発覚
ギリシャ金融危機発生
中東難民欧州に殺到
世界各地でＩＳによるテロ発生

ＩＳが邦人人質を殺害
エボラ出血熱拡大、死者６千人に
米・キューバが国交正常化で合意
イスラム国が勢力を拡大

ロシアがクリミアを編入
中国が尖閣諸島上空に防空識別圏を設定
フィリピン台風で死者・不明７千人
シリアで化学兵器使用

米国の天然ガス生産がロシアを抜き世界一に
習近平が中国の総書記に選出される
欧州債務危機が続く
金正恩が北朝鮮の総書記に就任
世界の人口が 億人突破
タイ全土で洪水、日系企業の工場も被害
リビア・カダフィ政権が崩壊
米国がアルカイダのビンラディンを殺害

東日本大震災発生、原発メルトダウン
（２０１１年３月） 第 回中堅リーダー海外

（サ
ＡＰＥＣが横浜で開幕
 ンフランシスコ・シリコンバレー・ロサンゼルス）
第３回経営合理化大賞表彰
日本振興銀行が破たんを申請
日本航空、会社更生法の適用を申請
中小企業金融円滑化法施行
衆議院総選挙で民主党が歴史的勝利
裁判員制度がスタート

国内の出来事

協会創立 周年記念事業実施
第２回経営合理化大賞表彰

協会のあゆみ

2019. 夏号

－8－

55

50

中国ＧＤＰ四半期ベースで世界２位
尖閣事件により中国各地で反日デモ発生
欧州債務危機が拡大、ユーロに懸念
北朝鮮軍、韓国の延坪島に砲撃
ＩＢＭがワトソンを公開
イスラエル軍ガザ侵攻で１３００人死亡
北朝鮮が弾道ミサイルを発射、核実験も
ＧＭ、クライスラーが相次ぎ破綻

世界の出来事

10

10

44

43

70

アジア視察（スリランカ・深圳・香港）
第１回学生に教えたい働きがいのある企業
大賞表彰


２０１５

75

米朝首脳史上初の会談
米英仏シリアに軍事攻撃

２０１４

ＮＹダウ史上初２万４千ドル突破
中国、習近平一強体制確立
ＩＳ拠点陥落で事実上の崩壊
北朝鮮が核・ミサイル開発加速

２０１３

兆円突破

２０１２
２００９

２０１０

２０１１

※名目GDPは2018年のみ年次推計データ
※日経平均年別最高値のみ年次データ

年度

2009～2018年度
■ 特集 ■ 世の中の出来事と協会のあゆみ
日本の名目GDP推移（左目盛、単位：兆円）

日経平均年別最高値（日々の終値ベース、右目盛、単位：円）

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
■調査時期 令和元年５月中旬～下旬
■調査期間
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
■回答企業 製 造 業 36社 58.1％
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
非製造業 26社 41.9％
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
全
体 62社 100.0％
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

会員企業アンケート

令和時代の中小企業の生き方

大阪府経営合理化協会が60周年を迎える節目の年に、新たな時代が始まりました。新元号「令和」が発表さ
れると世間はお祝いムードで賑わいましたが、御退位の日に「退位礼正殿の儀」、御即位の日には「剣璽等承継
の儀」の儀式が行われ、厳かな雰囲気の中、新しい時代を迎えています。国内では東京オリンピックを来年に控
え、大阪では府市一体となって改革を進める中、2025年には大阪万博といった国際的イベントも行われます。
改元を機に、会員企業の皆様へこれからの時代の経営についてお伺いしました。

令和時代の経営について 
１．令和の印象について
2社 3.2％

10社
16.1％

良い時代になる
暗い時代になる

26社
41.9％

どちらとも言えない
平成とあまり変わらない

21社
33.9％

無回答

3社 4.8％

２．令和の時代はどうなりますか
● 主に、自社に関して 
●

●

●

●

●

●

●

●

●

更なる求人・採用難
売上100億、実質的無借金、全部門黒字
社員の物心両面の幸せと高収益の両立
どんな不況も乗り越える強い集団であること
働き方改革により、業務の見直し⇒生産性、効率
性向上
多様性の理解⇒モチベーション UP ⇒業績 UP を
目指す
（自社の取組）
IT の会社として、これから需要は増えると考える
平成最後の年が増収（微増）になるので、令和も増
収増益を目指し、企業努力と工夫をする。
海外とのビジネスが増える
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●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

新製品の比重が高まる
少数精鋭を目指し、求人難を乗り切る仕組を作る
従来の商品は減少していく為、販売の仕組を変
える
売上の海外比重が高まる
海外売上増
売上の海外比率が高まる
人の確保
海外比率を高める
技術力向上
海外ライバルとの競争が増える
海外取引拡大

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

新規事業への参入が積極的になる
経営資源の集中
決断力、スピードの追求
ダイバーシティの拡大
新規事業始まる
業績や現地法人の数が増えていく
売上と付加価値を高める
日本製品としてのブランド力を高め、海外に進出
する
高齢化社会に対応する働きやすい会社にする
防災・減災の意識が高まり、当社の存在意義も高
まる
当社の場合、後継者がいないので10年後くらいに
廃業する
売上：海外が好くなる
国内が低速する
海外への進出が加速する
機械化・自動化・省力化がさらに進む

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

国内・海外ともに売上が高まり、拠点も増える
卸業中心だったのがメーカー的になってゆく
国内市場だけでなく海外市場にも展開してゆく
外国人労働力が重要になってくる
自社としては、より合理化を進め効率的に利益確
保をする
進化を先取りし、環境変化に対応します
グローバル企業
メーカーの枠を超えた超メーカー
売り上げの海外比重が高まる
海外への自社製品展開
外国人採用を増やす
現状とあまり変わらない
海外との取引が更に増える
新規商材、顧客開発により事業拡大を図る
外国人の採用が増える
機械の自動化が進む
海外の重要性が高まる

● 主に、経営環境に関して 
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

優勝劣敗
株主資本主義の終焉
一人個人当たりの生産高を上げなければならない
時代になる
人手不足で厳しい労働環境になる
情報化がますます進展してゆくと考える
非製造業においてもロボットが拡大していく
外国人や女性の採用が増える
外国人の採用が増える
働くことの、経営環境が更に進化し発展する
第４次産業革命によりネットワーク化が進み、企
業が変わる
今まで以上にビジネスモデルの良し悪しで格差が
広がる
（世界的に止められない）
よりグローバルになる

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

海外進出が当たり前になる
国内市場は集中寡占化が進む
米中貿易戦争の影響を受け、海外取引が混乱する
さらにグローバル化が進む（繊維生産）、脱中国化
進化が早い時代になると思うので、決断を早くし
なければならない
グローカルがさらに進みます
AI、IoT により、すべての環境が変化します
少子化により３Ｋ職場に海外研修生が増加する
日本の工場維持が難しくなり、海外進出が増加する
アジアの市場拡大。IoT、AI で工場のスマート化
が進む
CASE 等により日本の基幹産業構造が大きく変わる
製造業の変化が起きる

● 主に、社会に関して 
●

●

●

●

●

●

●

日本人はもっとお金に対しクリア（キレイに）なら
ねばならない
豊かさの価値観が変わる
（お金をかけるレジャー
から身近なレジャーへ、高級レストランからおう
ちグルメへ）
シェア
（共有）がさらに進む：シェアハウス、車、
服に至るまで
経営環境同様、情報化がますます進展してゆく
人口減少がさらに進む
人手不足、採用難、教育のウエイトが大きい
東京オリンピック、大阪万博などグローバルイベ
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●

●

●

●

●

●

●

ントが日本にて開催される
国際問題が複雑多岐にわたる
AI 化のスピードが速くなる
外国人増加
終身雇用は自然消滅していく（職業選択の自由度
が高まる）
少子高齢化が増々進む
米中の対立が一層進んでいき、混迷の時代となる
少子高齢化が進行することで就業人口も減少、国
力も弱まる
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３．平成の30年間は激変の時代でしたが、令和の世の中は変化すると思いますか
1社 1.6％
4社 6.5％

平成より激変する
11社
17.7％

平成と同じく激変する

21社
33.9％

緩やかに変化する
大きな変化はない
その他

25社
40.3％

※その他：平成が激変の時代とは初めて知りました。変化の
幅は違えど、日々変化していると信じています。

４．令和時代の経営戦略・経営計画などについて
1社 1.6％
5社 8.1％

既に経営戦略・経営計画を見直した

15社
24.2％
26社
41.9％

これから経営戦略や経営計画を見直す
特に令和時代ということで
経営戦略・経営計画を見直しはしない
そもそも経営戦略・経営計画は策定していない

15社
24.2％

無回答

上記については、何年後を見越した経営戦略・経営計画ですか？
●

見直した…………20年後：１社、10年後：２社、５年後：１社、３年後：５社、１年後：１社

●

これから見直す…５年後：５社、その他：１社

●

見直しはしない…20年後：１社、10年後：５社、５年後：８社、３年後：９社、１年後：３社

※見直し中である

※１社で複数回答の場合あり
「経営戦略・経営計画は作成していない」場合、その理由を教えて下さい
●

経営戦略・経営計画の必要性を感じていない…２社

●

先が読めない………………………………………０社

●

そこまで手が回らない……………………………０社

●

その他………………………………………………１社

※コメント：
「アホな頭で理屈を考えるより、1円でも安く・1秒でも早く、を実行。お客さんの困りごとを
助けてお代をもらう。マジメな社風は売り物になる」「そこまでオープンじゃない」

2019. 夏号

－ 11 －

これからの大阪について 
大阪万博は、開催そのものについては９割の方が「成功すると考えている」と回答（55社、88.7%）。
都構想に関しては肯定的、好意的な意見が優勢でしたが、具体的な方向性や形が見えにくい、といった声もあ
り、条件付きでの賛成も含まれます。構想そのものや、実現後のビジョンが示されると、それに向かって大きく
進んでいくように思えます。

１．2025年大阪万博について（複数回答）
万博が成功し、後の大阪発展に繋がる

46.8％

万博は成功するが、期間中の経済効果だけに終わる

35.5％

万博は成功するが、その後大阪はマイナス成長に陥る

6.5％

万博開催が大阪経済に波及しない

1.6％

万博に出店もしくは寄付他何らかの形で関わる

8.1％

万博には会社として関わらない

22.6％
0
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70（％）

２．大阪都構想について（複数回答）
大阪都構想を応援する

56.5％

大阪都構想に反対する

4.8％

大阪都構想に興味が無い

8.1％

住民投票で可決され大阪都構想が進む

33.9％

住民投票で否決され大阪都構想がしぼむ

1.6％

大阪都構想が実現すれば市民生活が改善する

16.1％

大阪都が実現しても市民生活が改善しない

11.3％
0
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70（％）

３．大阪府、大阪市への進言や期待について
● 大阪都構想に関して 
●

●

●

都構想について具体的な内容をもっと知らせるべき
都構想のメリット＆デメリットは？
アピールの仕方がヘタ。“ 都”に成らない上にネー
ミングからは、「どう成るか？」入り口部分すら
イメージ出来ない。例えば、「総合区構想」等と
すべき。そして、住民サービスがどう変わるか、
自分たちにどんなメリットがあるかを TV や、
TV を見ない世代に発信しないと、可決されて行
政サービスが改善されても「そのおかげ」と実感

－ 12 －

●

●

●

●

する人は少ないでしょう。期待しているので、ちゃ
んと解り易くしてください
都構想が実現してますますの大阪の活性化を期待
する
大阪都構想を成功させて欲しい
吉村知事、松井市長の改革を支持します
大阪都構想を提案している「大阪維新の会」を応
援して、大大阪を
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● 世界や日本、関西での位置付け 
●

●

●

●

府市のみならずＪＲ西日本も参加して西日本のイ
ンフラ、全府県との新幹線を
世界
（海外）
との関係を強化・活性化すること
これから伸びるアジアのハブになればよい
インフラ整備：関西国際空港⇔神戸空港⇔伊丹空

●

●

●

港⇔梅田
関西全体との関係性の強化と国際化
大阪とその周辺県との連携で強め関西一帯となっ
て様々な改革に取り組んで欲しい
世界のモデル都市になることに大きく期待します

● 経済、企業活動、労働環境など 
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

新楽市楽座。規制を無くす。ムダな免許をやめ登
録制へ
企業への税制緩和
新事業がたくさんできればと期待
外国人労働者の抑制、制限をかける
大阪への外国企業の誘致を進めてほしい
中小企業への、新規事業に参入していきやすい融
資制度を策定してほしい
大阪経済の活性化
大阪経済の活性化・拡大
中小企業政策にもっと力を注いでもらいたい
人が集まる活気ある都市づくりを期待しています

●

●

●

●

●

●

大型イベントが続き世界が注目する今こそ復活の
一大チャンスです
官学産社民がひとつになってシナジー戦果を実現
しましょう
都構想を実現し、大阪ひいては関西経済の巻返し
を願う
中企業の活性化を望む
地場産業の活性化と育成
地域ケーブルＴＶ等で、別放送局の作った番組も
流せるようにする（東大阪で八尾のテレビ局制作
のものを放送する等）

● IRに関して 
●

●

IR を早く
IR の成功

●

●

IR を通じて国際的に通用する展示場の施設の充実
IR に頼らない政策を望む

● 教育、文化、市民生活など 
●

●

●

少子化に対し、もっと真剣な取り組みが必要（全
国的に）
学校にて、感謝と反省の本来の意味を教育し、考
え方の改善が必要
高齢者ドライバーの免許返納制度の確立

●

●

●

●

市内に公園を増やす
関西文化の発信拠点を作ってほしい
若者（学生）をもっと大阪市内に呼び込んでほしい
生活保護ワースト１を解消してもらいたい

● 政治に関して 
新しいことをやる
「守る」
「変えない」では生き残れない
改革なしに大阪
（関西）の発展はないと思います
変える時が到来。新しい大阪経済のモデル構築に
期待
長期的見方に立った大阪全体の姿を示せ
マジメに納税している人の足を引っぱらない
公務員の給与を下げることより、市民の生活を安
定させる事が大事
府・市の公務員を減らすべき

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

府・市会議員の数を減らすべき
議員数を減らす
各市の垣根の解消
タレ流し大阪市の救済のために近隣の市町村から
巻き上げるのは勘弁
民営化推進
民間への事業委託もしくは移転
組織のスリム化
二重行政を止め、市民のための大阪へ

働き方改革について（１年前と比べて）
各企業において働き方改革に取り組まれ、効果が出ているようです。時間外労働を減らしつつ、有給休暇の取
得率も改善している様子が伺えます。人材確保のため、多くの企業で賃金、賞与の引き上げを行い、外国人採用
やロボットの導入にも積極的な様子です。

１．時間外労働について
14.5％

大きく改善された

56.5％

少し改善した
19.4％

変わらない
4.8％

悪化した

1.6％

その他

3.2％

無回答
※その他：国の法規に従った
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60

70（％）

２．年次有給休暇について
19.4％

大きく改善された

51.6％

少し改善した
22.6％

変わらない
悪化した

1.6％

その他

1.6％
3.2％

無回答
※その他：国の法規に従った
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３．従業員の処遇について
61.3％

賃金の引き上げを行った
22.6％

賞与額を増やした

21.0％

変わらない
悪化した 0％
3.2％

無回答
※５社が「賃金」
「賞与」の両方を選択
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４．外国人の採用について
41.9％

外国人の採用者が増えた
1.6％

初めて採用した

22.6％

採用していない
16.1％

これから採用を考えている

11.3％

全く考えていない
4.8％

その他

1.6％

無回答
※その他：変化なし、現状維持
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５．ロボットの活用について
24.2％

工場にロボットを導入している
17.7％

ロボットの導入を考えている
4.8％

ロボットの導入数を増やしたい

16.1％

オフィスにRPA（Robotic Process Automation）の導入を検討している

24.2％

工場もオフィスもロボットの導入を全く考えていない
※複数回答の企業あり
RPA については、１社が「すでに導入している」と回答
その他：ロボットによる装置を開発中

1.6％

その他

8.1％

無回答
0

10
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コミュニケーション改善について 
グローバル化、ダイバーシティ経営による人材の多様化や世代間ギャップを埋めるため、いかに社内コミュニ
ケーションを円滑に行うか苦心されていることと存じます。デジタルツールやSNSを積極的に活用する一方、朝
礼を含め、互いに顔を合わせての直接的な意思疎通の場も重要視されていることが伺えます。その他のコメント
からは、様々なツールの活用や、行事を通しての和気藹々とした職場の雰囲気が伝わります。

社員旅行、社員親睦について
定期的に社員旅行を実施している

43.5％

社員旅行はないが社員親睦会を実施している

46.8％
4.8％

社員旅行を実施していたが参加者が少なく取りやめた

3.2％

社員旅行も社員親睦会も実施していない

1.6％

無回答
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社内コミュニケーションについて（複数回答）
社内グループウェアを利用している

46.8％

Google カレンダー等外部のグループウェアを利用

8.1％

Facebook や LINE などを使っている

9.7％

Facebook や LINE などの活用を制限している 0％
PCやスマートフォンを使わずダイレクトにコミュニケーションをとっている

4.8％

朝礼、週礼などを実施している

66.1％

上司と部下で直接会話の出来る制度がある

37.1％
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※その他：テレビ会議／外部グループウェア／デジタルサイネージで社内情報を画像で共有している／年に１回、忘年会と宿泊含み行っている／年に１回、
BBQを開催／他部署と飲みニケーション
（不定期）
／創業以来、フラットな関係でコミュニケーションに苦労することはない

大阪府経営合理化協会への意見 
各種制度の情報提供や、講演会の開催など様々なご要望を賜りました。会員増強に対するご意見もいただきま
した。本誌でも、講演録や見学会のご訪問先企業様によるインタビューなどを掲載し、
「働きがいのある企業大賞」
受賞企業様の座談会を収録するなど、協会事業の紹介やご報告を行っています。皆様方のご期待に沿えるよう、
今後より一層業務に励んで参る所存です。引き続きご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
会費が高い
有名な講師を呼んでほしい
助成金などの情報
「経営合理化大賞」や「学生に教えたい働きがい
のある企業大賞」を取った後、どれだけその後効
果があったか具体的に報告ください
外国人採用組の教育をどうするか
（ことばの問題、
専門的知識、日本人とのコミュニケーション）
会員増強に妙案は見つからないが現会員が協力的
であるべきだ

●

●

●

●

●

●

●

●
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メンバーを増やす事
理事会でも提案したように１人１社責任をもって
推薦する
引き続き、多方面からの講演会を実施頂きたい
グローカル時代を先取りしていく為の情報発信
技術のある工場や職人等の紹介をしてほしい
海外人財（宝）の交流の場を創出
AI、IoT の身近な実例の発掘
会としての変化即応力が必要です
事業承継税制について、もっと情報発信して欲しい

「合理化」名言・格言集｛ 英和対比 ｝
太陽シンクス㈱社長

第17回

北浦愼三（TEC幹事）

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。

We may sleep in the same bed,
but we have different dreams
「 同 床 異 夢 」
同じベッドに寝ても、見る夢は違う。親子、夫婦、兄弟、友人等それぞれ
が共に寝ても、将来の夢は時間、空間など全く次元を異にするから楽しい
のである。

＊ 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 ＊

国内外のマーケットから最適を見つけ
幅広い要望にお応えできる企業活動を展開します。

八幡機械(蘇州)有限公司
Yahata Industry(Thailand) Co.,Ltd.

株式会社 ヤハタ精工
[営業品目]

鋲螺, 締結部品, 機械加工部品, 製品組立, アッセンブリ製品,
農業機械･建設機械･船舶･自動車用専用, 板金, 塗装部品,
複合ユニット製品, モータ, ハーネス, 電装機器, 制御機器,
樹脂, ゴム部品, 上下水道･インフラ関連部品, 金型, 冶具,
工具, 産業機器, 工作機械, オフィス家具部品, 建材･金物部品
メーカー
機 能

PT.Yahata Manufacturing Indonesia
Yahata USA Inc.

商 社
機 能

”顧客に愛され、喜ばれる商品の提供”が、
私達のスローガンです。

〒581-0811 大阪府八尾市新家町３丁目５１番地
TEL.072-992-2881㈹ FAX.072-992-2985
http://www.yahata-net.com
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講演録

総会特別講演

「世界の大転換」
日本の構造研究所

中田

代表

宏 氏

ば、中国、ベトナム、カンボジア、スリラ

■世界が激変、
根底にグローバリ
ゼーションとIT化
これから世界は大変厳しい状況になって
いきます。なぜそうなるのか、結論を先に
いうと、グローバリゼーションとIT化で
す。この２つによって世界の経済の環境が
変わっています。若い世代はテレビをほと

ンカ…ありとあらゆる世界の国々から入っ
て来ていることがわかります。
それを可能にしているのがITです。昔
だったら、洋服のデザイン画でも型紙でも
青焼きしたりコピーしたり、それを他国に
送る間にどんどん劣化もするし、日数もか
かった。いまや、ITによって何の劣化も

んど見なくなって、ネットでバンバン買物
をしています。若い世代だけではなく、本
や、ビール・洗剤など重くて銘柄が決まっ
ているものがまずネットで買われ、昨今は
食料品や衣料品までネットです。本屋、洋
品店等々の経営が厳しくなって、世界中が
そういう傾向で、アメリカでも長年、衣料

なく瞬時に地球の裏側に届きます。
そして、
グローバリゼーションで、ヒト・モノ・カ
ネがかなり自由になっていて、持ち出しは
自由、投資も自由。これらがあるから、ファ
ストファッションのサプライができるよう
になったわけです。
グローバリゼーションとITの２つが急

品の販売高第１位は百貨店のメイシーズで
したが、いまはアマゾンです。

速に進んできたのはこの20年。iPhoneつま
りスマホはまだ10年ちょっとですが、これ

そうなると、衣類の作り方も変わります。
これまでは材質やデザインにこだわって、
長く大切に着るという考え方だったもの

によって手のひらの上で買物をするように
なりました。携帯電話のころはそんなこと
はしていなかった。スマホ（スマートフォ

が、一瞬にして同じデザインのものが大量

ン）が出てきたこの10年で一気に生活が変

に安く早く供給される、いわゆる「ファス
トファッション」に代わっていきます。
ご存知、吉野家のキャッチフレーズは

化しました。
スマホは電話ではありません。
スマホは電話もできる計算機であり、辞書
であり、カメラであり、音楽プレイヤーで

「 う ま い、 安 い、 早 い 」 で す が、 こ れ が
「ファーストフード」の特徴で、ファスト
ファッションは「上質、安い、早い」が特

あり、ムービーカメラであり…という道具
です。
少し前まで、運動会のシーズンが近づく

徴です。ユニクロ、しまむら、ZARA、Ｈ

とTVでハンディカムやなんかのCMを各

＆Ｍ等々で売られている衣類のタグを見れ

社が一斉に流していましたが、今では全然
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やっていないですよね。売れないというこ
とです。辞書もCDもほとんど売れていな

び上がり始めたら、そこから一気に幾何級
数的に上がっていく。だから、無料から入

い。売れているのはAKBだけ。曲を聴く
ためではなくて握手をしたいから、総選挙
で投票したいからです（笑）。というように、

るのです。ゲームも通信も音楽配信も、み
んな無料から始めて利用者を増やす。最初

ビジネス環境が劇的に変化しました。スマ
ホを電話だと思っている人は、今の社会環

は儲からないですが、利用者が増えてマー
ケットを押さえれば、そこから課金、広告、

境の変化が飲み込めていない人です。
そういう状態が世界で大きな格差を生ん

販売、どんどん儲かります。これがITビ
ジネスの典型的な例です。もちろんすべて
とはいいませんが、この20年間、グローバ

でいます。変化が飲み込めていなくても、
死にはしません。死にはしないけど、生か

リゼーションとIT化によって進んできた
経済環境では、べらぼうに儲かる人は儲か

さず殺さず細々と…という風に仕事を続け
ている人々が実はマジョリティーとして存

るし、そうでない人は細々としか生きられ
ないという構図になっているのです。

在し、一方に、べらぼうに儲けている人々
がいる、という事態が世界中で起きていま
す。マジョリティーの方は、少しずつ先細
りしながら、競争相手が倒れたら、こちら
が一息つけるというように同じ業界の中で
の統廃合・収斂を繰り返しながらどうにか
生き延びているのに対し、べらぼうに儲け
ている方はさらに儲ける。
皆さんもスマホで検索をされると思いま
すが、例えば、「博多 ラーメン」で検索
したら１万５千ページぐらいあります。で
も、見るのは画面の１ページ目か２ページ
目、せいぜい３ページ目ぐらいです。10
ぺージ目に出ていてもあんまり意味がな

昔は真面目に仕事をしていれば、去年よ
り今年、今年より来年と売上は上がりまし
たが、もう環境が異なっているのです。世
界中の環境が変わっているので、日本でア
ベノミクスをやっても経済成長２％いかな
いし、金融緩和をさんざんやって確かに株
価は上がってきたし、金利も据え置かれて
はいるけれど、売上がどんと上がるわけで
はないし、投資家が増えるわけでもない。
一方、欧米各国はこの10年で３％、４％
成長しています。ですが、みんなが成長し
ているわけではなくて、やはり、べらぼう
に儲かる人とそうでない人との格差が生ま

い。３千ページ目に出ていたらまったく意
味がないということです。ということは、
画面の１ページ目に出てくるところはべら
ぼうに儲かるということです。ラーメン屋

れている。
格差社会では不満が鬱積します。
その結果、各国にいろいろな現象が現れて
いるのです。フランスではもう半年以上、
毎週土曜日にデモ、
“黄色いベスト運動”を
やっています。イギリスではEU離脱。そ
して、ブラジル、フィリピン、ハンガリー、
イタリア、さらにアフリカでも極端なリー

ももつ鍋屋も飲み屋も、そして野菜も衣料
品もあらゆるものが、そこに集中するので
す。これがIT時代の格差です。儲かる分

ダーが誕生しています。格差に対して、弱
者を重視し金持から税金を取るんだという
簡単にいえば「左」の人が選ばれる。

野と儲からない分野、儲かる会社と儲から
ない会社、儲かる人と儲からない人、実に

片や、格差に対して「アイツらが悪いの

くっきりと分かれます。
IT時代の商売、ビジネスは右肩上がり

だ、移民は出て行け」というような、敢え
ていえば「右」といっていいのか、自国
ファーストの人が選ばれる。それがこの３

ではありません。底辺を這うように上がら
ない、ずっと上がらない。しかし、ひとた
－ 18 －
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年ぐらいの傾向です。ドイツですら、移民
排斥、ナショナリズムの政党が躍進し、メ

補助金を入れていることも、自由貿易とは

ルケル首相はもう次の総理大臣にはならな
いと、いわば辞任を表明しています。メル

てもこれまでは許してきた。儲かるからで
す。マーケットとしてデカイから失いたく
ないからです。

いえないので問題なのですが、わかってい

ケル首相は与党のキリスト教民主同盟の
党首にはならなかった。安倍さんが総理大
臣は続けるけど自民党の総裁は辞めた、と
いうのと同じ状況ですから、当然、求心力
は落ちます。そうなると、ドイツだけの問

中国はこれまでは、したたかに「発展途
上国なので」と言い続けてきた。１億３千
万人（日本の総人口を上回る）以上の富裕
層がいるのに。確かに貧困層もいるので、
ODAはもらう、援助も受けてきたのです
が、日本もようやくODAを止めることに
しました。

題ではなくなります。EUはドイツでもっ
ているから。EUはメルケル首相でもって
いたから。この先、どうなるかはわかりま
せん。

こういう情勢のなかで最も典型的なのが
米中です。おわかりだと思いますが、米中
の問題は貿易戦争ではありません。貿易協
議だ貿易摩擦だ、ときとして「貿易戦争と
化している」と新聞は書いていますが、貿

爪を隠してきた中国は軍事費をどんどん
膨張させ、フィリピンやベトナムは島を取
られてしまった。日本は尖閣諸島を守って
はいますが、海上保安庁が３隻の船を出し
て１年365日24時間警備をしています。し
かし、中国の漁船が50隻ばかりワーッと行
けば島への上陸は簡単にできるでしょう。
ただ、いまのところ中国も日本に対してそ
こまでのことはしない。ヒラリー・クリン

易戦争であるならば、アメリカの５千億ド
ルの対中赤字を解消することはそんなに難
しいことではないです。なぜなら、中国は
輸入するものがいくらでもあるからです。

トンが国務長官のときに、「尖閣は日米安
保の対象だ」と言い、トランプも言ってい
るので、一応、アメリカが「（尖閣が）日
本の領土だとは言わないけれども、日米安

大豆、牛肉・豚肉、LNG、シェールガス…
こういったものを世界各国から輸入する代
わりにアメリカから買えばいいだけの話

保の対象ではある」と言っているので、中
国も手を出してはいないという状態です。
でも、もし尖閣が落ち、台湾が落ちたら、

で、貿易摩擦、貿易戦争であるならば、簡
単に終わるはずなのです。
アメリカが貿易協議と言いながら突きつ

日本・台湾・韓国という緩衝地帯がなく
なったら、アメリカは緩衝地帯がないまま
太平洋で中国と向き合うことになります。

■米中覇権争いは冷戦と同じ、
何十年も続くドロ沼化

けているのは知財の保護や国営企業に補助

一帯一路、AIIB（中国が主導するアジ

金を出すのを止めろということ。これには
日本企業はアメリカ以上に苦しんできたわ
けで、中国に出て行ったら、その技術の中

アインフラ投資銀行）と中国が爪を見せ始
めてしまったので、さすがのアメリカも民
主党・共和党こぞって中国に対して厳しい

身を見せろと強制的に公開させる。ドラえ

姿勢を持ち始めました。
しかし、
そうはいっ

もんやキティちゃんにそっくりなものが遊
園地で踊っていたり、グッズが売られてい

ても、トランプほどの変人でなかったら、
ここまではやらなかった。去年の７月、関

たり。ヨーロッパの国々も日本ほどではな

税を25％かけた。第２弾は８月、第３弾は

いけれど、困っていた。国営企業に多額の

９月で10％。トランプは変人だからパリ協
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定も離脱するし、TPPもやめるし、中国に
関税をかけるというようなこともしたわけ

GDPの６割を占めている個人消費が落ち
る。どっちも困る。でも、敢えてどっちが

ですが、仮にヒラリーが大統領だったら、
そこまではやらなかった。一応、国際ルー

いいかというと、多分、安倍総理はリーマ

ルを意識しますから。でも、トランプは知
財を保護しろ、国営企業に補助を出すな、

ン・ショック級がきて、消費税を上げない
方がいいと内心思っているでしょうね。口
には絶対に出さないし、回顧録にも書かな
いでしょうが。理由は海外の要因だから。

資本制限をなくして中国で儲かった分を海
外へ持ち出せるようにしろといったことを

世界が大荒れに荒れているなかで、コッ
プの中で与党と野党が足の引っ張り合いを

突き付けているわけで、これは貿易戦争で
はないです。
ということで最近、言われ始めているの

している場合ではないと思ったから、私は

が「覇権争い」です。これは１年や２年、
４年や５年では収束しません。短く考えて
10年。普通に考えて20年。長く考えると30
年。これが本日の演題である「大転換期」
に入っているということなのです。東西冷
戦が40年続いたことを思えば、そんなに簡
単に収束しません。
そういうことを頭に入れている経営者と
そうでない経営者ではアクションが変わっ
てきます。頭に入っていない人は「またか
よ。いつまで続くんだよ」なんて言って振
り回される。頭に入っている人は「そうい
う時期なんだよな」と思って冷静に対応を
する。心構えが違います。

自民党の参議院比例区の支部長として全国
で活動をはじめました。私も55歳、残され
た時間を使って国のために１つでも２つで
も３つでも自分にできることをしたいと腹
をくくりました。
最後に、本日お話ししたことは世界の大
局です。悲観論でも脅かしでもなく、天気
予報のようなものだと捉えていただきたい
と思います。天気予報を知った上で、経営
者はビジネスをし、社員は人生設計をして
いくことが大事だと思います。経営者の役
割は政治家と同様、決めるべきときに、決
めるべきことを決めることです。どうか“天
気予報”を活用して正しいご決断を（笑）
。

■どちらに転んでも経済ズタズタ？
心して大転換期を安泰に
中田 宏 氏

リーマン・ショック級のことがあれば消
費税は上げないと言っていますが、安倍総
理はできれば上げたくないと思っているは
ずです。財務省と麻生財務大臣はもちろん
上げたいですが、政府の大方、とくに自民
党の幹部は上げたくないと思っています。
国民はよいか悪いかは別として、当然、上
げない方がいいと思っています。でも上げ
なければ、
アベノミクスの失敗と言われる。
それで、リーマン・ショック級のことがあ
れば、と言っているのですが、そうなった
ら経済はズタズタ。消費税を上げたら、
－ 20 －

プロフィール

青山学院大学経済学部卒業。松下政経塾を
経て衆議院議員４期、横浜市長２期歴任。
市長在任中、徹底した行政改革や民間活力
導入で、財政破綻寸前の横浜市の借金を約
１兆円減らす。衆議院議員と市長という国
政と首長を経験した数少ない政治家の一人
で、その経歴を活かして、シンクタンク「日
本の構造研究所」を設立。日本の根深い構
造の問題や時事問題などをわかりやすく情
報発信している。講演多数。
「YouTube」で『中田宏チャンネル』を開
設し、毎日夕方６時に発信。自民党参議院
比例区支部長。
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ハツラツ社長登場
（第61回）

「現場力」にさらに磨きをかけ、
次代の社会インフラ事業を支える
協和テクノロジィズ㈱

代表取締役兼CEO

十河

元太郎

所在地 〒
 530-0016 大阪市北区中崎1-2-23
ＴＥＬ 06-6363-8800
ＦＡＸ 06-6363-8809
設 立 昭和23年
従業員数 457名
資本金 9,860万円
事業内容 情
 報通信設備の建設及びその他電子機器、電子デバイスの販売
並びにこれに関連するサービスの提供
ホームページアドレス http://www.kyotec.co.jp
聞き手：
（一社）
大阪府経営合理化協会

専務理事

高安正美

― 御社の歴史についてお話し頂けますか。
ナーさんと置局交渉もしなければなりません。いわ
十河 弊社は昭和23年10月設立で、昨年70周年を迎
ゆる実働部隊として、弊社のような会社が必要とさ
えさせて頂きました。
れているのです。また、インフラの構築だけではな
私の祖父が南満州鉄道㈱で通信技師をしており、
く、今後の人口減少等の社会課題を乗り越えるため
戦後の大阪で当時の国鉄様をお客様としたビジネス
にAI/IoT等の最新技術の活用が急がれていますが、
を始めました。その後、NECさんの通信機器やシ
そのために必要なインフラとして５Gをどう活かし
ステムをメインに扱わせて頂きながら、鉄道から電
て、我々が陰ながら支えている社会インフラや自治
力、自治体等の社会インフラまで分野を拡げて納入
体の消防や防災サービス等を更に向上させるかを大
させて頂くようになりました。鉄道が電車となり、
きなミッションとして挑んでいきます。
― 2015年に入社と同時に代表取締役の交代があ
電車が街を造っていくという流れが、ビジネス拡大
りましたが、その時の経緯はどうでしたか？
の背景にあります。そういった社会インフラに関わ
十河 私は海外大学院卒業後、外資系ITメーカー
る事業者/自治体などに対し、無線/IT等の新旧技
に就職しました。そこでは世界中の仲間と一緒に仕
術を活用した、
その事業運営に不可欠な通信/コミュ
事ができ、お給料も悪くない。そういう中で会社を
ニケーションシステムの設計/構築/保守管理まで行
継ぐということをあまり意識していませんでした。
うワンストップサービスが弊社の事業の根幹です。
― 事業の規模が大きくなったのは、
いつ頃ですか。 そして、父である先代も、一緒に飲みに行ってもこ
十河 平成の初頭くらいからだと思います。その頃
とさら「帰ってこい」とも言いません。ところが、
は公共事業投資が好況で、それをお手伝いさせて頂
飲みながら等の話の中で協和という会社のことを知
くということで、弊社も大きくなっていったといえ
るうちに「帰ったほうが良いのではないか、いや、
ます。バブル崩壊やリーマンショックもありました
帰るべきだ」と思うようになりました。ただし、相
が、一度も赤字にならず、ずっと黒字経営を続けて
当な覚悟がいる仕事です。まずは経営というものに
おります。
関わることができるなら、私の人生における一つの
最も苦しかったのはITバブル崩壊の2000年頃で
チ ャ ン ス だ と 前 向 き に 考 え ま し た。 ま た 先 代 に
したが、何とかしのぎました。これは、我々のお客 「帰ってこい」と言われてから帰るようでは覚悟が
様が、景気動向に左右され難い社会インフラ事業や
足りないと思い、前職の退職が決まってから先代に
自治体であるということが大きく寄与していると考
会い、帰ることを告げたのです。2014年の12月から
えています。
１年間は、協和の籍のままNECさんに研修出向し、
― ５G（ファイヴ・ジー）と呼ばれる次世代移
その後会社に戻って来てすぐに代表取締役に就任し
動通信システムに関しては？
たので、私のことをほとんど知らない社員の方々は
十河 まずは一部キャリア様の関西エリアの５G
さぞや心配されたかと思います。
― 現在は、経営者としてどのような考えをお持
アンテナについては、構築の協力をさせていただく
ちですか。
予定です。弊社のこれまでの実績が評価されたので
十河 経営の根幹は、やはり「人」であると思って
すが、基地局を建てるだけでなく、ビルなどのオー
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ハツラツ社長登場
います。今後社会構造が変化し、それに対応するため
に変化のスピードが加速して行く中で、これまで以
上に社員一人一人の力をどう伸ばして、更に結集す
ることができるかが、会社経営上大きな課題になっ
てきています。そのためには、まず会社としてその
存在理由である理念やビジョンを再度明確にし、そ
れを社員一人一人の仕事に対するモチベーションに
しっかり繋げてもらうことが必要です。今の弊社の
理念として「優れた技術で社会に奉仕する」というも
のがあります。これは70年に渡り社会インフラ事業
を支えてきた自負の表れですが、今後の社会課題や
災害増加等に対して我々が果たすべき責務も大きく
なっていくであろう中で、この社会貢献という「志」
を同じくする仲間を増やしていくことが、会社とし
てこれまでと同様に正しい方向へ自律的に進化し続
けることができる組織作りに最も重要なことだと考
えています。そういった組織の中で経営者のメイン
の役割は、これまでのように経営層のみで方向性を
決めて社員を引っ張るというものではなく、その自
律的な進化サイクルの方向性を常に明示し、そのサ
イクルがさらに円滑に回るように支える支援者のよ
うな役割が重要になってくるのではないかと思って
いて、
私自身もそういった経営者を目指しています。
― これからの時代を見つめ、
改革すべきことは？
十河 急激な人口減と高齢化等によるマーケットの
縮小と変容の中で、これからもこの世界屈指の社会
インフラをどう維持していくのかが大きな課題と
なっており、そのためにAI/IoT等の最新のデジタ
ル技術を活用したイノベーションによる新しい価値
創出が急務となっています。我々がお客様からそう
いった依頼を受けることも増えるはずです。そう
いった中では人材育成についても考え直す必要があ
ります。弊社の仕事上、安心/安全は絶対第一、現
場では計画された以外の行動はリスクとなってしま
います。ですが、イノベーションは逆にチャレンジ
と失敗を重ねるなかで生まれるもので、今の価値観
とはある意味相反しています。しかし、実際は我々
が長年関わらせていただいている「現場」にはイノ
ベーションを起こすために必要なデータや情報が溢
れています。その価値を現場にいる社員の皆さんに
理解してもらい、現場を知っている協和だからでき
る新しい価値創出を推進していく必要があります。
もちろん今までの協和の価値である現場の安心安全
も維持しながらも、新しい価値を創出できるための
アクションやそこから生まれたデータや情報から価
値を生み出す人材の育成や評価の仕組みを構築しな
ければなりません。この相反する価値観を、一つの
組織の中でお互いの足を引っ張り合わず、逆に促進
し合うような形はどんなものなのか、その絵を描く
ことが最重要課題の一つです。
― 役員や社員とのコミュニケーションについて

はどうですか。
十河 これまで回答させていただいた通り、今後も
協和テクノロジィズがその理念である「社会貢献」
をコアに自律的に進化し続ける会社になるために
は、これまでの組織、制度だけではなく文化等に関
しても必要な変化をしていく必要があり、そのため
には少なからず痛みも伴うと思います。その必要性
を社員の皆さんにも理解していただき協力してもら
うためには、私自身のことをもっと信頼していただ
く必要があります。そのためには、私自身がもっと
現場/社員の皆さんのことを理解し、信頼関係を構
築していかないといけないと感じています。また、
現在は代表の私とプロパーの社長、先代である父と、
ある意味トップが３名いるように社員から見えてし
まう部分もあるので、その他の役員も含め、経営層
全員が同じ方向を向いて会社の方向性を明確にする
ことも、社員を混乱させずに安心して示す方向性に
進んでもらうために重要です。今後も現場の安全パ
トロール、社員からの「意見目安箱」や、月１回の
社内報、テーマを決めた社員交流の場などのイベン
ト等を活用し、現場社員とのコミュニケーションを
増やしてより納得感を生み出す相互理解と信頼関係
を高めていきたいと考えています。
― 御社における働き方改革と今後の方針は？
十河 働き方改革の本来の目的は、意識改革/プロ
セス改善等による業務効率化により、より高い価値
を生み出す業務へのフォーカス、プライベートの充
実による仕事へのプラスのフィードバックのサイク
ルだと考えています。単に就業時間を短くするので
はなく、仕事自体を効率化し、どうすればそれぞれの
業務の価値を向上することができるかを考えてもら
うことが大事で、その結果会社としての競争力を上
げることができます。もちろんイノベーションなど新
しいタスクを与えるなら、従来の仕事を小さくするか
外してしまい全体として仕事量が増えすぎず、ミッ
ションに集中できるような環境づくりも重要です。
社員の皆さんにも今後は意識改革や、業務内容の
変更等に対応していただく必要があるので、会社と
してもその他の負担を下げるような施策を先回りし
て行っていく必要があります。今年から有給休暇の
取得計画を出してもらっていますが、夜勤や休日出
勤は致し方ない業界です。そういった環境のなかで、
社員の皆さんの負担を最小限にしながらもデータ利
活用を推進できる社内システムの見直しにも取り組
んでいます。全社ベクトルを合わせ自律的に進化す
る組織を目指し、将来的には弊社が培ってきた「現
場力」をこれから社会インフラに投資が進むアジア
諸国でも展開できれば、と思いを広げつつ、日々取
り組んでまいります。
― お忙しい中、興味深いお話をありがとうござ
いました。
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私の七転八起
第28回

なんでやねん思考で商品開発


セキセイ㈱



大阪の文具メーカー「セキセイ」は、1932年、
現会長の西川雅夫の父、
西川誠一郎が創業した。
最初は文具問屋だったが、戦後、文具メーカー
に転進、社名もセキセイ文具として新たなス
タートを切った。社名のセキセイは、セキセイ
インコに由来する。
71年に甲南大学を卒業した西川は大阪リ
コーに入社し、ＯＡ機器の飛び込み販売の毎日
を送る。１日に30社を訪問するほどのモーレ
ツぶりで、靴底の減っていくのが目に見えたと
いう。この経験は「どんなところに行っても
やっていける」という自信と、人見知りしない
性格につながった。１年後、リコーでの修行を
終えた西川はセキセイに入社する。
入社間もない西川が企画したヒット商品に
「カケルアルバム」がある。この「カケルアル
バム」のヒットの背景には、70年代のオート
フォーカスカメラの発売がある。これにより日
本の写真市場は激変する。
「撮影者は男性」の
時代が終わり、女性も写真を撮るようになった
ことだ。セキセイは文具メーカーだが、80年
代まで売り上げで６割の比率を占めていたのは
スチール机・椅子の販売だった。
「ある病院か
ら2000万円の発注があった。朝から社員総出で
取り組んだのに、作業を終えて打ち上げをやっ
たら利益が全部吹き飛ぶほどの薄利だった」
。

代表取締役会長

西川雅夫

（第13代 大阪府経営合理化協会会長）

しかも、この年スチール家具の最大の取引先
が倒産し、２億円の損失を被った。そこで西川
は、スチール家具からの撤退を決意する。
「こ
の決断が経営者として一番むずかしかった」と
西川は振り返るが、売り上げの６割を失いかね
ないのだから悩まないはずがない。この決断を
後押ししたのが、シスボックスの大ヒットだっ
た。シスボックスが新たなる屋台骨として育っ
てきたことが、セキセイの事業転換を可能にし
たのだ。シスボックス発売時に、デザインにお
金をかけ、常識破りの価格設定をするという大
勝負をしていなかったらどうなっていたか。西
川の勝負勘が会社の運命を決めたのだ。
セキセイが力を入れている商品群に「finn’」
（フィンダッシュ）というブランドがある。北
欧らしい、カラフルな配色が特徴で、女性たち
の間で人気を集めている。
今や市場は商品であふれかえっている。その中
で消費者に手にとってもらうには、送り手側がい
かに商品に思いを込められるかにかかっている。
それが他社製品との差別化を生むということだ。
その商品開発にかける思いは、幼い頃から培
われた物事の本質を見極める好奇心・探求心、
すなわち「なんでやねん思考」が原点だ。そこ
に、時代を先取りしたデザイン力が加われば言
うことはない。と、西川は語る。

シスボックス
finnʼ
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令和元年５月７日、当協会の理事である西村卓朗氏が、府政の振興に対する顕著な功績を認 •
•
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株式会社ケーエスアイ 会長 南 貴夫 氏

令和元年春の叙勲で旭日双光章を受章

平和発條株式会社 会長 熊谷 保利 氏
令和元年春の褒章で藍綬褒章を受章

東洋サクセス株式会社 名誉会長 辻本 弘志 氏
憲法記念日知事表彰を受賞

株式会社テクノ高槻 社長 川㟢 望 氏
憲法記念日知事表彰を受賞

株式会社西村機械製作所 会長 西村 卓朗 氏
憲法記念日知事表彰を受賞
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会員企業
紹 介

協会創立60周年にあたり、本記事では協会創立初期からの会員企業様の60年をお聞きすることによ
り、中堅中小企業存続・発展のポイントについて考えてみたいと思います。
第３回目は、1973年入会の寿工業
（株）
です。

寿工業㈱
所在地：大阪市城東区放出西3-6-12
ＴＥＬ：06-6962-1677
ＦＡＸ：06-6961-7461
創業：1954年、資本金：2,000万円、年商：約45億円
（グループ全体6,500万ドル）、社員
数：本社 約48名
（含派遣）
／グループ会社（株）
ことぶき４名・上海寿工電気有限公司約300名・
Kotobuki Bangladesh Ltd, 約100名
事業内容：自動車部品の製造及び販売・電気機器の製造及び販売・家庭用品の製造及び販売

当社は、1954年にビニールポリエチレン加工会社と
して私の祖父が創業し、1957年に「ヒーター織り込
み」
「電気毛布」の実用新案を取得したことを契機
に、1961年に寿工業（株）として設立されました。
当社創業からの60余年間を振り返りますと、大きな
転機は1981年に車載用シートヒーターの生産を開始し
たことにあるのではないかと思います。それまでは、
電気毛布やソフト電気あんか、足温器等の家庭用暖房
器具の製造から始まり、カメラのストロボや照明器具
の製造等にも事業を拡大していました。しかし当時の
急激な円高などの環境の変化と、会社の管理体制の拙
さが原因で赤字に転落しました。そこで、カメラのス
トロボや照明器具製造等の不採算事業から撤退し、設
立時からの得意分野である家庭用暖房器具製造事業だ
けに集中するというリストラを行いました。ちょうど
その頃、お客様から自動車用座席暖房部品（カーシー
トヒーター）の試作依頼があり、日本で初めてカー
シートヒーターの量産化に成功したことが、現在の当
社の礎を築いています。その後は、徐々に需要が拡大
し、近年ではハンドルを温める「ステアリングヒー
ター」
、温める機能に運転手がハンドルを握っている
かどうかを検知し、自動運転システムの一部として機
能する「ステアリングセンシングヒーター」の製造な
ども行っています。
また、当社の事業存続のポイントは、私が高校を卒
業する前日に創業者である祖父が亡くなり、祖母が後
を引き継いだ時だったと思います。当時は、前述のリ
ストラ後という事もあり、管理者は工場と経理に１名
ずつ、正社員５名ほどと、パート社員の方々だけで生
産対応をしている状態でしたので、祖母を助けるため
に私も大学に通いながら当社で働きました。そして、
大学卒業後当社に入社し、1997年頃から祖母の判断力
が低下し始めてからは、社会経験の乏しい私が実質的
に経営実務を担いました。
私が経営実務を担うようになった頃、カーシート
ヒーターの需要は年々高まっていましたが、当社は高
まる需要に応えられないという問題を抱えていまし
た。そこで最初に「事業基盤づくり」に着手しまし
た。具体的にはまず、製造工程を当社独自技術で外注
化できない「コア工程」と、人手がかかるが付加価値
の低い「手加工工程」とに選別し、付加価値の低い工
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程を外注化することによって、事業基盤を整備するた
めの余裕をつくりました。そして、派遣社員の中から
希望者を正社員に登用し、毎朝のミーティングの場で
課題や問題点を全員で共有し、解決を都度指示するこ
とにより、素早い対応と社員の教育を行いました。同
時 に 生 産 技 術 力 の 強 化・ 自 動 車 部 品 品 質 規 格 の
TS16949認証の取得・各種特許の取得の推進や、異物
混入対策も含む工場環境の改善・新工場の建設なども
行い、日本本社がモデル工場としての役割を果たせる
様にしました。更に、付加価値の低い工程の外注先を
中国の日系企業にお願いした事が縁で、2005 年には
自社中国子会社を設立し、これを契機にコア工程も中
国工場にも増設する事で、シートヒーター社内一貫生
産体制を再構築し、価格競争力・生産能力・納期対応
力を強化しました。そして６年前にはバングラデシュ
に子会社を設立し、量産も開始いたしました。海外子
会社には日本人社員を置かず、私が年間の半分近くを
現法社員の指導に費やすことで、現地社員をはじめ現
地法人の質の向上に努めました。こうした取組みを並
行して進めたことにより、当社の本社工場、海外工場
も社外の方から高い評価をいただけるほどまでに成長
してくれ、ようやく事業基盤と言えるものを作ること
ができたと思います。
最後に、大阪府経営合理化協会の会員として振り返
りをさせていただきますと、会社としては1973年の入
会ですが、私自身は1994年から経営二世塾八期生の最
年少者として参加をしました。前述のような事業基盤
づくりを行う上で、経営二世塾のセミナーで勉強させ
ていただいた事も役立ちましたが、何より同じ境遇の
先輩たちとの出会いの機会を得られた事が、私にとっ
て大きな財産だと思います。最年少で社会経験も浅
く、創業社長や社内に教えを請うことができなかった
私が、事業承継者としての先輩たちから、成功体験や
失敗談を教えて頂いたりアドバイスを頂けた事に、ど
れだけ勇気づけられたか計り知れません。あれからす
でにお付き合いも25年が経ち、今ではそれぞれの立場
や境遇は異なりますが、経営二世塾で出会った先輩た
ちとは友人として、今でも親しくお付き合いを頂いて
おります。今後もお互いに切磋琢磨させていただきな
がら、引き続き会社を存続発展させていきたいと考え
ています。
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第３回

中小企業のＭ&A


についてのFAQ

㈱オンデック シニアコンサルタント

中井裕介

はじめに
連載３回目となる本号におきましては、中規模・小規模M&Aにおける一般的な手法についてご説明させ
ていただきたいと思います。

Q6

中小M&Aにおいては「株式譲渡」が一

般的と聞いたことがありますが、
「合併」
ではないのでしょうか？

M&Aといえば「合併（Merger）」をイメージさ
れる方が多いと思いますが、ご質問にあるとおり中
小M&Aにおいては「株式譲渡」の手法をとること
が一般的です。感覚的には、「株式譲渡」：80～90％
程度、
「事業譲渡（注１）」：10～20％程度の割合でしょ
うか。
合併や増資引受といったその他の手法は、数％
といったところでしょう。
大規模M&Aにおいては「合併」の手法をとるケー
スも見受けられますが、中小M&Aにおいて「合併」
は敬遠されがちです。この理由は「２つの法人が１
つの法人になることに伴う業務負荷の高さ」に尽き
ます。１つの法人になるためには、就業規則、給与
体系、人事評価制度、会計処理、各種システム（会
計、勤怠管理、生産・販売管理など）といった社内
のルール等を１つに統合する必要があります。この
点、例えば始業時間ひとつとっても、
「９時始業」
と「10時始業」の２社の従業員を納得させる調整に
どれほど骨が折れるかイメージしていただけるので
はないでしょうか。また、実際に統合を進めるため
には、このルール等の統合に加えて、企業文化・風
土という目に見えない部分の統合も進めなければな
らず、従業員に与えるストレスも相当程度のものに
なることは想像に難くありません。この理由から、
中小M&Aにおいては、M&A実行後、当面の間は
２法人体制で進められる「株式譲渡」の手法をとる
表１

ケースが圧倒的に多くなります。
なお、大企業間のM&Aにおいては、２つの法人
の各部署（システム、人事、財務・経理、法務など）
からエース級の人材を集めたプロジェクト・チーム
を立ち上げ、数か月から数年程度の長い準備期間を
経て統合を進めるため、「合併」も可能になってい
るものと思われますが、人材余力の小さい中小企業
においては、そのような準備体制を採ることは非常
に困難です。
（注１）事業譲渡だけではなく、実質的には事業譲渡と同様の効
果をもたらす「会社分割＋株式譲渡」を含む。

Q7

 小M&Aにおいては「事業譲渡」の手
中
法をとるケースもあるとのことですが、
どのような場合でしょうか。

「株式譲渡」と「事業譲渡」のメリット及びデメリッ
トを（表１）にまとめました。
【Q６】において記載させていただきましたとお
り、中小M&Aにおいては「株式譲渡」の手法をと
ることが一般的であり、まずは「株式譲渡」の手法
を模索するのがセオリーになります。しかし、「株
式譲渡」によれば、株式＝法人格を譲り受けるがゆ
えに、法人に紐付く簿外債務や過去の紛争等を、株
主として実質的に引き継ぐ恐れがあります。買収監
査等を通じて当該リスクが高いと判断された場合に
は、代替案として、必要な資産・負債だけを選択承
継でき、簿外債務等のリスクが低いとされる「事業
譲渡」を選択されるケースが多い印象です。

各手法の比較
株 式 譲 渡

特
徴

✓ 譲渡対象企業の既存株主から買収企業が株式を買取り、子会社化す
るケースが殆ど
✓ 譲渡対価は株主に支払われる

事 業 譲 渡

✓ 譲渡企業の保有する事業を法人から切り出して買い取り、対価は譲
渡企業に入る
✓ 承継する資産、負債を限定できる （※事業全部の譲渡を、敢えて
事業譲渡によって行う場合もある）

メリット
デメリット

法的手続が比較的簡素（基本的に当事者間の合意だけで進められる） ✓ 必要資産・負債だけを選択承継するので、簿外債務等のリスクが
雇用契約や対外契約の移転手続が少ない（株主が変わるだけ）
低い
早急な経営統合が不要で混乱が少ない
✓ 小規模事業の部分譲渡に適しており、M&Aの裾野が拡がる
譲渡人が個人株主の場合、分離課税20％で済む（現状は復興所得
税が必要）

✓
✓
✓
✓

✓ 簿外債務や過去の紛争を引き継ぐ恐れがある

✓ 譲渡対象資産の移転手続が煩雑
✓ 従業員は買収側企業に転籍となるため、個別に同意を得る必要あり
✓ 事業に関連する対外的契約（取引契約等）もすべて買収企業側への
移転手続が必要
✓ 買収企業は資産及びのれん部分に対して消費税が別途必要
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協 会 創 立 60 周 年 記 念 号 Ⅱ

編集メモ
令和時代の経営と題してアンケートを実施しました。
そして、60年の年表を作成しています。日本の経済絶
頂期の昭和から平成と激動の中、堅実な経営をされて
来られた軌跡が垣間見えます。協会は９月に60周年記
念大会を実施します。令和がどんな時代になるか予測
はつきませんが、常に半歩先を照らすことを目標に邁
進していきたいと存じます。
（高安）
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