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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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“今”を作り上げた知識や経験を手に、
新しい時代へと進み、これからの発展を
見据えている様を表現しています。

表紙の説明
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〈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

〈2020年 年頭方針〉

革新的なリーダーシップで
新時代を生き抜く

ひろげよう創造と連帯

多様性とは壁を取り払うこと
イノベーションを起こすには、壁を乗り越えないといけないといわれま
す。いまの世の中は、新しいものが生まれにくい時代です。技術革新があ
る程度まで進んだことで、自社だけにこだわったものづくりにも限界が生
じているので、他社や業界を超えたオープンな結びつきが重要だといいま
す。同じ文脈でサイロといわれる部門最適の意識という壁が、組織の全体
最適を生まないともいいます。つまり妙なこだわりやプライドが遅れを誘
発します。自分と他との違いを見いだし、価値を高めることは重要なこと
です。しかしあまりに周囲と距離を取ってしまうと、世の中の変化を認知
できず、流れに遅れを取ってしまうこともあります。他をよく知ること、
そして自分を理解することの両面が大切なのでしょう。多様性とは、様々
なものとの結びつきを強化することで、刺激を受け自己鍛錬することで、
周囲とともに新しいものを創り上げていくことではないでしょうか。

コンソリューション
　代表コンサルタント

廣岡　久生
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巻 頭 言
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ダイバーシティ経営に取り組む企業が増えている。その背景には、「日本人男性、フル
タイム勤務、時間・転勤制約なし」といった、従来「適材」と考えられてきた人材の確保
が、質・量両面で難しくなったことがある。
ダイバーシティ経営の基本は、従来の人材活用と同じ「適材適所」にある。しかし、従
来の「適材」を見直し、多様な人材が仕事を通じて能力を発揮してもらう必要性が高まっ
てきている。多様な人材というと、性別や国籍といった属性の多様化を誤解する人が多い
が、より大事なのは、「多様な価値観を持つ人が働き」なおかつ「その人たちが活躍して
いく仕組みを整備する」ことにある。多様な人材が活躍できる企業とするためには、具体
的にはつぎの４つが大事になる。
第１は、働き方改革である。多くの企業では、フルタイムで働き残業もできることが標
準的な社員の働き方になっている。しかし、多様な人材が活躍できるようにするためには、
仕事と介護や子育てとの両立の課題があり、従来の働き方が難しい社員などにも責任ある
仕事を任せられる働き方への改革が必要になる。このためには、長時間労働を評価する職
場風土の変革が必要で、時間意識の高い働き方への転換が求められる。
第２は、多様な価値観を持つ人を受け入れながら、組織として求心力を維持することで
ある。これまでの日本の企業は、同じ考えを持つ同質の人が多かったが、これからは価値
観が異なる人材が増えていくことになる。そのため、組織としての求心力として経営理念
の浸透、定着が重要になる。
第３は、人事管理システムの改革である。大企業ではこれまで、同質的な人材像を前提
とした、いわゆる会社主導型のキャリア管理がなされてきた。その典型が転勤や異動であ
る。共働きの社員が増えたり、仕事と子育てや介護の課題を抱えたりする社員が増えるこ
とを考えると、この点の改革が必要となる。
第４に、多様な部下をマネジメントできる管理職の育成と登用が重要になる。管理職の
役割は、部下の働きを通じて自己に課せられた課題を実現することにある。そのため、一
般職として優秀な社員であっても、管理職の仕事が務まるとは限らないのである。管理職
の部下マネジメントの基本は、
①部下が担うべき役割を理解すること（役割理解支援）、②期待された役割を実現する
ために必要な職業能力を部下が保有できるようにすること（能力開発支援）、③部下が仕
事意欲を高い水準で持続すること（仕事意欲維持向上）である。従来は同じ価値観を持っ
た部下だったが、部下の価値観が多様化することで、管理職は自分とは異なる考えを持つ
部下をマネジメントすることになる。そのため、管理職には、部下の考えを傾聴するコミュ
ニケーション能力がより求められることになる。

ダイバーシティ経営を実現するために
必要な４つの取り組み

中央大学大学院 戦略経営研究科（ビジネススクール）

� 教授　佐　藤　博　樹
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座談会

■地球に社会に貢献することを目指す 
業界トップ企業

司会� コロナウイルスによる新型肺炎の影響で７月
開催が危ぶまれている東京オリンピック・パラリン
ピックですが、時期はともあれ開催されることは間
違いないと思います。本日はオリンピック・パラリ
ンピックに関わっておられる３社の経営者の皆様に
お集まりいただき、その取り組みについて伺いたい
と思います。最初に、企業の概要と近況をかいつま
んでお話し下さい。
山本� 私どもは国内146ヵ所、海外３ヵ所でホテル
運営を行っております。コロナの問題で現在は落ち
ておりますが、昨年度の平均稼働率は90％、そのう
ちリピーターが70％を占めていることが私たちの誇
りです。
� 当ホテルは「ロハス」をコンセプトに行き届いた
環境で、ぐっすり休んでいただき、我々のおもてな
しで元気になり、さわやかな気持ちでホテルを後に
していただく、という“ラグジュアリー”のご提供
を目指し、実践して参りました。コンセプトワード
は「ナチュラル」「オーガニック」「スマート」。
�「ナチュラル」ということでは、光触媒などでき
れいな空気にして、水も免疫力を高め、リラックス
効果のあるものをご用意し、全店舗ではないです

東京オリンピック・パラリンピックと東京オリンピック・パラリンピックと
企業の取り組み企業の取り組み

出席者（敬称略・発言順）

㈱スーパーホテル� 会長 山本　梁介
所在地 〒550-0005� �大阪市西区西本町1-7-7�
TEL 06-6543-9000
設　立 1989年 資本金 6,750万円
従業員 350名 年　商 331億4,400万円
事業内容 ビジネスホテル事業
ホームページ　https://www.superhotel.co.jp/

川村義肢㈱� 社長 川村　慶
所在地 〒574-0064�大東市御領1-12-1�
TEL 072-875-8000
設　立 1963年（創業1946年） 資本金 8,350万円
従業員 590名 年　商 72億円
事業内容 義肢装具製造販売、福祉用具・機器販売
ホームページ　https://www.kawamura-gishi.co.jp/

㈱モリサワ� 社長 森澤　彰彦
所在地 〒556-0012 大阪市浪速区敷津東2-6-25
TEL 06-6649-2155
創　業 1924年 資本金 1億円
従業員 340名 年　商 136億円
事業内容 書体開発、文字制作
ホームページ　https://www.morisawa.co.jp/

司会：（一社）大阪府経営合理化協会
　　　専務理事　高　安　正　美

が、天然温泉をご利用いただけますので、温泉の自
然治癒力で元気回復をしていただきたいということ
で展開しています。
� 環境問題に2001年から取り組み、CO2削減に関し
て今までに３回、環境大臣賞をいただいています。
また、ホテル業界ではただ１社、環境省認定のエコ
ファースト企業に認定されています。
� コンセプトワード２つ目の「オーガニック」に関
しては、備品・アメニティをオーガニックにこだわ
り、朝食に有機野菜や無添加の焼きたてパンとバ
ター、あるいは有機の味噌汁や納豆など健康に留意

 ▲ 山本会長

▪特集▪多様性を生かす新時代の人材戦略▪
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したものをご提供しています。
� ３つ目の「スマート」について、私はよく「スー
パーホテルはスリースター（３つ星）の価格で、お
もてなしはファイブスター（５つ星）」と言ってい
るのですが、そのためにIT化を進めてきました。
単価を下げるため、できる業務は思い切ってデジタ
ル化を図り、マンパワーはおもてなしに集中する。
マンパワーでなければ、お客様の感動は得られない
からです。感動がなければリピーターになっていた
だけませんので、そのためには一人ひとりの人材育
成が重要と考え、「自律型感動人間」を目標に、研
修も進化させていっています。
� おかげさまで、ビジネスホテル部門で、６年連続
顧客満足度日本一という賞をいただいています。大
きな話ですが、「地球を元気に、人を元気に」を
テーマにホテル経営を深めていきたいと考えており
ます。
川村� 私どもには川村義肢と卸売部門のパシフィッ
クサプライの２社があります。川村義肢は1946（昭
和21）年の創業以来、義肢・装具を作って体に合わ
せるという会社でしたが、それだけでは問題解決が
できなくなり、住宅改修から介護用品全般を手がけ
ています。売上のうち義手・義足は８％程ですが、
「世の中にないと困るものを提供する会社」という
ことで社名に義肢を残しています。義手・義足の扱
い件数は減っていますが、高機能化・高価格化が進
んでいます。パラリンピックをご覧になるとわかり
ますが、海外では若い選手が多いです。それは戦争
をしているからです。日本のパラリンピックの選手
は高齢化が進んでいて、日本にはそもそも義肢を必
要とする人が少ない。それは平和の証しであり、大
変良いことだと思います。
� 川村義肢では「キュアからケアまで」、医療の最
前線から急性期、回復期、維持期さらに在宅まで、
車いすや補助器具、リハビリ訓練器具等を扱ってい
ます。葬儀用の義肢などもありますので、まさに一
生涯に関わらせていただくという会社です。ですか
ら、あまり広範囲には対応できず、関東・甲信越の
「越」を除いた、甲信ぐらいまでをエリアにしてい
ます。それだけでは全国をカバーできないので、地
域密着をしている我々のような会社をパートナー
に、障害者や高齢者の方に支援機器をお届けする、
パシフィックサプライというグループ会社があり、
連結で100億円強の売上です。
� 義肢は完全個別対応で、職人技が多く、手間もか
かる仕事ですので、今後の課題は、例えば担当者が
運転している時間をなるべく短くするためにもデジ
タル化を進め、一方で、障害のある方にも従事して

いただけるよう労働環境を整え、知的障害者の雇用
も促進しています。プラス、全自動化は無理でも半
自動化ぐらいまでは機械化をして、少ない人員で�
生産性を高め、社員の給料を上げたいと考えてい�
ます。
� 実は最近、経営理念を変え、従来の経営理念に
あった「お客様」という言葉を抜きました。当社に
はお客様のことを考えていない社員は一人もいない
からです。ついでに、社長の顔色を見ている人間も
一人もいません（笑）。お客様に喜んでいただくこと
が我が喜び、お客様のためだったら自分の身を削っ
てでも頑張るという人が多いので、逆に「健全な企
業活動を続け、社会の進歩発展に貢献します」とい
うものに変更しました。
� 私たちは、お客様に「諦めなくていい」というこ
とを買っていただいている会社なのだと定義づけま
した。以来、製品・モノをお金に変えるだけではな
いという考えが芽生え、最近は、いろいろなコミュ
ニティを立ち上げ、そこでビジネスにつなげると
いった社員も出てきました。基本的に、放牧経営で
す（笑）。自由にやりなさい、責任は全部、私がもち
ます。その代わり、社員を信用できるように、31の
行動指針を決めています。放牧経営の見えない「柵」
みたいなもので、これを毎朝、全社員が小グループ
になってディスカッションしてから、仕事を始めて
います。もし、社員が何か問題を起こしたら、それ
はこの行動指針をつくった私が悪い、と諦めていま
す。実際、これをつくってから、ズルイことを考え
る者はいなくなりました。多少はあったハラスメン
トもなくなりました。
� まず素晴らしいフィールドをつくることが私の仕
事だと考えています。
� パートさんも含めてみんなが楽しげに「私が経営
者です」という感じで仕事をしてくれているので、

 ▲ 川村社長
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面白い現象が起きているなと思っています。
司会� 社長に就任されて何年ですか。
川村� 20年弱です。31歳のとき社長になり、いま50
歳です。創業者が1946年に、当時、第二次世界大戦
で手・足を失った人々のためにオーダーメイドの義
肢を製造販売したのが始まりで、その精神をいまも
引き継いでいます。そういう方が減り、私が社長に
なった当時は、年商以上の借金がありました。だい
ぶ減りましたけど（笑）。
森澤� 当社は1924年の創業で、私は３代目です。創
業者である祖父が24歳のときに、世界で初めて、写
真植字機、写植機といわれるものの開発に成功しま
した。これは活字に代わる文字を組む方法で、その
機械の原理を発明し、そこを創業としております。
� それ以前は、活版印刷といって鉛の活字を植字工
が棚から取ってきては並べるというやり方が一般的
でした。例えば、１冊の本を印刷する場合、活字を
並べたものの型を取り保存して、その活字をばらし
て棚に戻し…という作業をしていました。同じ文字
が何度も出てきますから、膨大な量の活字のストッ
クが必要で、資金力がないと印刷会社はできないと
言われていました。
� そこで祖父が考えたのは、ガラス板に書かれた文
字に光を当て、写真の原理で感光紙に写された文字
で文章を組み、それを現像して印刷の元になる版下
を作る機械です。
� これによって膨大な量の鉛の活字がいらなくな
り、文字盤であるガラスプレートを何枚か用意すれ
ば、カメラの原理ですから、文字の拡大縮小、長
体・平体等の変形もすべてできます。ですから、
グーテンベルグ以来の大発明と言われました。そう
いう手動型の機械やコンピューターを使った専用シ
ステムを開発して2000年ごろまでは機械メーカーと
しての活動を続けていました。

� しかし、2000年で機械メーカーとしての役割は終
え、当時、自分たちの写真植字機のために作ってい
た文字をビジネスの中心に置き換えていきました。
何故かというと、パソコンの性能が上がって、いろ
いろな印刷の仕事がパソコンで簡単にできるように
なったからです。そのころ、アメリカにアドビとい
う会社が登場し、DTP（デスクトップパブリッシ
ング）と呼ばれるパソコンを使った印刷システムが
一般的になっていきました。写植の時代が終わった
のです。
� 我々はいち早くDTPを日本に持ち込み、印刷業
界の生産効率の向上を提案しようと考えました。そ
の中に我々のフォント（文字）を使っていただくと
いうビジネスモデルに大きく事業転換をして現在に
至っています。若干の痛みは伴いましたが、2000年
以降、売上は順調に推移しています。印刷業界が
我々のメインのお客様なので、ここ10年ぐらい業績
はヨコバイですが、他のメディアの登場もあり、一
応、健全な経営ができています。
� 主力商品はフォントで、日本語だけでも1500種類
あります。また、印刷出版業界だけではなくIT業
界、さらにゲーム業界大手さんなどグローバルに展
開されている会社が増え始めたので、日本語だけで
はなく、世界各国のいろいろな言語の文字を海外の
パートナー企業と一緒になって開発し、ご提供して
います。アジア圏では韓国、中国、インド、タイ
等。ほかにもラテン系の文字を応用しているインド
ネシアやベトナムなど、170言語をワンストップで
ご提供できる状態になっています。
� 私どもは「文字を通じて社会に貢献する」という
社是を掲げており、そこから外れない限りは、自分
たちでいろいろなことを考え、新しいマーケットを
つくっていこうと思っています。
� 印刷業界で100年近くお世話になっていたため、
新しいことに挑戦することには慣れていなかったの
ですが、私が入社したのが86年で、ちょうどアメリ
カのアドビとビジネスを始めるときでした。アメリ
カに研修に行って、大きなショックを受けました。
� 画像処理であったり、ロゴを入れたりすること
が、小さなパソコンでできてしまう。ということは
いずれ日本でもそうなる。だったら、我々が真っ先
に飛び込んで、我々の文字を提供しよう、そうしな
ければ生き残れない―．と考えたのです。当時、当
社は業界では２番手だったのですが、逆にトップが
やらないことを我々がやって今はトップになってい
ます。
� かつての当社の手動写植機は、女性やいろいろな
障害をお持ちの方の社会進出にかなり貢献しまし

 ▲ 森澤社長
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た。写植機は文字盤の文字を見つけてシャッターを
押す作業ですので、手が不自由な方のために、ピア
ノのペダルのようなものを用い、足でシャッターが
切れるようにする機械の開発もしています。また、
当時、女性タイピストが多かったので、タイプと同
じ配列の文字盤を作って、タイピストより収益性の
高い写植のオペレーターになっていただいた。そう
いうことを繰り返してきた会社です。

■３社３様オリンピック・ 
パラリンピックへの取り組み

司会� それぞれの分野で一歩先を進んでおられる�
ことがよくわかりました。それでは、今回のオリ�
ンピックへの取り組みについてお聞きしたいと思い
ます。
山本� ご承知の通り、オリンピックはサッカーのワー
ルドカップに次いで、人が集まるスポーツ大会で、
１千万人と言われています。昨年、日本で開催され
たラグビーが第３位で200万人。ラグビーのときも
当ホテルは各地の開催地でご利用いただきました。
� 日本は観光立国を目指して、2030年には６千万人
と想定されていますので、オリンピックで是非、良
い印象を与え、世界からリピーターになっていただ
けるよう我々もお役に立ちたいと思っています。日
本のおもてなしは世界に冠たるものと言われていま
すので、これを私たちも世界中の人々に伝えていこ
うと４つのことを考えています。
� １つ目はランゲージ（言語）の壁を越えるという
ことで、東京の24店舗、神奈川・千葉・埼玉の11店
舗の計35店舗でスタッフの英語研修を行っていま
す。英語、中国語、韓国語は対応できるスタッフが
おりますので、フロントのカウンターに小さな国旗
を用意し、お客様に国旗で選んでいただく、という
ような工夫もしています。
� また、お客様が母国語を耳にされるとホッとされ
るであろうということで、「ありがとう」を世界中
の言葉で言えるように全スタッフが勉強中です。も
ちろん、カンペも用意しますが（笑）、パスポートを
お渡しするときに、そのお客様の母国語で「ありが
とうございます」と心を込めて言えるよう、みんな
で練習しています。
� ２つ目は、日本の文化とくに日本食に興味をもっ
ておられますので、日本食の食べ方や、おすすめの
お寿司屋さんやてんぷら屋さんなどの情報をリーフ
レットにしてお渡しすることも考えています。
� ３つ目は、海外に出たときに、その国の挨拶言葉
を言いたいという方は少なくないと思いますので、
「行って来ます」という言葉を覚えていただけるよ

うにリーフレットを作りました。お客様をお見送り
するとき、私たちは「行ってらっしゃいませ」と言
いますが、お客様が「行って来ます」と返して下
さったら楽しいのではないかと（笑）。
� 短い言葉でも、日本らしさを体験していただき、
国に帰られた後もお土産話にしていただけるのでは
ないかと期待しています。
� ４つ目はホテルの近隣のショップや寺社等、見ど
ころのマップをつくり、それもアプリで見ていただ
くようにして、「日本は素晴らしい国だった。おも
てなしがすごかった」と口コミで広げていただける
よう、観光立国としての日本の地位を上げること
に、いささかでも貢献したいと思っています。
司会� コロナの問題で延期という可能性も出てきて
いるようですが。
山本� 中止・延期になった場合、キャンセルに応じ
てもらえるかという問い合わせが多くなっています。
川村� 仕事柄、パラリンピックが中心ですが、ドイ
ツのサポーターメーカーのディストリビューター
（販売代理店）もやっていて、売上が伸びています。
これまで当社は、病院に装具を納品することがほと
んどでしたが、多くのスポーツショップでサポー
ターを販売しています。東京2020のオフィシャルサ
プライアーですので、当社は輸入しているだけです
が、それの対応をしなければならないと思っていま
す。これはオリンピックとパラリンピック両方です。
� 当社の得意分野はオーダーメイドですので、そち
らについては車いすのシートを作っています。使う
人のパフォーマンスをご本人の想定以上に上げる技
術を持っていますから、日本だけではなく海外から
も注文が来ています。
� 実は、私は長野の冬季パラリンピックのときに装
具の修理スタッフとして、練習と予選・本選の期間
１ヵ月ほど滞在していたことがあります。その間
ずっと選手村にいたのです。今回はオフィシャルス
ポンサーがガチガチに詰めておられるので、修理の
出番はないと思うのですが、車いすのシートについ
ては、選手村を出て、うちに来られると思うので、
それへの対応をします。
� また、世界中から障害がある方が来られますの
で、そういう方々のお困りごとに対処する拠点をつ
くろうかと検討しています。幸い、私どもの東京本
社が江東区にあり、選手村に近いので、そういうサ
ポートもできると思っています。
� それと、私どもの本社がある大東市がコロンビア
共和国のホストタウンになっていますので、市長と
一緒にタッグを組んで対応していきたいと思ってい
ます。市長も私もアメフトの選手で、同年代なんで
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す（笑）。
� 我々が危惧しているのは、パラリンピックが終
わってから、どうなるか――です。今はいろいろな
スポンサーが選手をちやほやしていますが、終わっ
た途端、回れ右！という感じで、そっぽを向かれる
のではないかと。私たちは東京2020が決まる前から
ずっと障害者スポーツのサポートをしてきましたの
で、これからもずっと続けていきます。2020終了後
は、クラウドファンディングなどお金を集めること
も彼らと一緒にやりながら、サポート体制をつくっ
ていきたいと考えています。
� 1964年東京大会時のNHKのカラー映像が最近見
つかり、その動画のなかで、こういう話が出てきま
した。「海外の障害のある選手はみんなイキイキし
ている。それはほとんどが仕事をもって、社会に出
ているからだ。ところが日本のアスリートは療育園
や病院にいる人が多い」と。障害者スポーツを最初
に始めたのは大分の別府市にある「太陽の家」の中
村裕先生なのですが、パラリンピックの父といわれ
る中村先生は「スポーツをするには、働かないとい
けない」と言われて、働く場をつくったそうです
が、実際、一番肝心なことだと思います。私が「日
本障がい者スポーツ協会」（JPSA）の委員をしてい
るということもあるのですが、就労のサポートをし
て、働きながらスポーツができる環境づくりを今後
やっていきたいと思っています。
� 山本会長のお話にあった、言葉の壁については、
我々はポケトーク（音声翻訳機）で乗り切ろうと
思っています（笑）。
山本� あれはすごくいいですよね（笑）。関東圏は別
として、地方には外国語が堪能な者はあまりおりま
せんので、活用しています。お客様も心得てゆっく
り話して下さり、あれとボディランゲージとで楽し
そうに対応しています。
森澤� オリンピックについては、前回の1964年の東
京大会のときに、スポンサーではなかったのです
が、テレビのテロップで貢献しています。当時のテ
ロップは手書きでした。オリンピックでは勝敗やメ
ダルを獲った選手名など速報で流すことがたくさん
ありますが、手書きではタイムリーに大量の情報が
流せない。テロップにもルールがあって、手書き職
人も限られていたので、「何とかしてほしい」とい
うご依頼をNHKさんから受けたのです。開始１年
前に我々のところに来られたようで、手動写植機を
改良し、一部、富士フイルムさんにも協力していた
だいて“テロップ機”をつくり、納品させていただ
きました。
� 創業者の祖父が1901年生まれで、2000年まで健在

であったので、私が30歳を過ぎるまで一緒に仕事を
したり、そういう話を聞いたりしていました。そう
言った経緯もあり我々の代も何らかの形で東京オリ
ンピック・パラリンピックに関わりたいと思い、今
回東京2020大会の公式フォントをご提供させてい�
ただき、オフィシャルサポーターとして活動してい
ます。
� 実は、東京2020大会のスポンサー契約が決定する
前から、川村社長のお話にもあった「JPSA」に協
賛させていただき、2015年から活動を始めていま
す。もともと私どもは東京2020大会のスポンサーに
なることを目的としていたわけではなく、当社の扱
う文字という製品で共生社会の実現に向けた貢献を
したいと考えていました。その手段を考えるにあた
り「文字を通じて社会に貢献する」ことが、我々の
重要な使命だと考えJPSAからその活動を始めたの
です。というのは、我々がいま力を入れている
「UDフォント（ユニバーサルデザインフォント）」
は、そもそも目に障がいがある方が読みやすいよう
にと開発したものだったからです。
� JPSAを通してご縁もあり東京2020大会のパラリ
ンピックだけでなくオリンピックの方もサポーター
として協賛させていただくことになりました。
� おかげさまで印刷出版業界において「モリサワ」
は80～90％以上の知名度があると思っていますが、
一方で一般のマーケットではほとんど認知されてい
ません。
� 我々としては、国内の自治体や教育現場でも当社
の「文字を通じて社会に貢献する」というミッショ
ンを追求していきたいと思っており、そのためには
我々の取り組みや製品をより知っていただきたい。
そして「文字によって救われる人がいる」というこ
とがあることを広く知っていただきたいと思い、サ
ポーターとして契約をさせていただきました。
� UDフォントは、すべての文字が読みやすくなっ
ています。例えば、従来の文字では数字の８と３と
６は識別がしにくく、また破裂音のパピプペポと半
濁音のバビブベボは聞きなれない言葉だとわかりに
くいことがあります。印刷媒体以外の携帯電話の�
画面やゲーム機などのフォントが認識しにくいと思
わぬ問題が起こります。とくに病院等で使われてい
る測定器の数字を読み間違えたら、投薬量を間違え
るなど大事故につながりかねません。情報は視覚か
ら入るものが９割だそうですので、即座に認識でき
る文字であることは非常に重要であり、当社のUD
フォントは読み取りやすく、読み間違えにくいよ�
うに学術研究機関の協力も頂きつつ開発されてい�
ます。
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� 東京2020大会に関しては、チケット、賞状やメダ
ル、案内の看板などサイン計画、そして組織委員会
の制作する広報物にもご採用いただいています。そ
のほか東京2020大会とは直接関係ございませんが、
海外から来られる方のために、「MC�Catalog＋（エ
ムシー カタログ プラス）」という多言語ユニバー
サル情報配信ツールをつくりました。
� これがどういうものかというと、先ほど山本会長
が日本のマナーを伝えるためのリーフレットを用意
している、と話しておられましたが、それを多言語
で展開するとなると、結構、コストがかかります。
それで、我々は日本語のデジタルデータを編集加工
できるソフトウエアをつくりまして、現在10言語に
自動で変換し、スマートフォンやウェブブラウザで
見ることができるようにしています。
山本� それは面白いですね！　我々は英語だけです
が、アプリに入れて多言語にできれば、いろいろな
国の人に読んでいただけますね。
森澤� 自動翻訳ですから、完ぺきな翻訳データでは
ないのですが、ないよりはずっといいと思います。
もし、完ぺきなものが必要ならば、我々のソフト上
で、各言語のレイヤー（層）に入れていただけれ
ば、完ぺきなものになります。

■大会終了後を見据えた活動も、 
世界に「日本」を発信

司会� 東京2020について追加していただくご意見が
あればお聞きしたいと思います。
山本� 私どもはエコファースト企業であるというこ
とを、東京2020を通して世界に伝えたいと思ってい
ます。環境問題に取り組み、太陽光発電やガスの蓄
電池やエコカーペット、また環境によいタペスト
リーなどの採用のほか、「エコ泊」つまりカーボン
オフセットを実施していることなども。これは、大
会期間中のご利用を2万4000泊として、CO2排出量
は１室5.4㎏として合計130t。これを吸うだけの森
林を育てるというもので、当社がこれまで育てた森
林がオリンピックのスタジアムにも使われていま
す、ということ等も伝え、エコカーなど他社さんと
ともに日本がエコ先進国であることをアピールする
契機にしたいと思っています。
� コロナが収束し、オリンピックが予定通り開催さ
れたとして終了後、ホテルは供給過剰状態になると
思います。そこで問われるのはコンセプト、経営理
念で、それを気に入って下さる常連客をどれだけつ
かんでいるかが勝負になってくると思います。
川村� 私は東京オリンピック・パラリンピックが終
わったら、その変化を楽しんで新しいことをしたら

いいと思っています。変化を楽しむ気持ちが根底に
なかったら、ダイバーシティ（多様な人材の活用）
などはできません。「障害者や外国人など、いろい
ろな人を採用しなあかんみたいや」ではなく、「楽
しいな、いろいろな人がおるんやな。障害があって
もできる仕事はいくらでもあるし、逆に障害者でな
ければできない仕事もある。しっかりと仕分けをす
れば、すごく活躍してもらえる。外国の人にも活躍
してもらいたい。そのためには、例えばイスラム教
の人のためにお祈りの場所がいるな」などと考え、
ゲーム感覚で取り組んでいくと、本当に楽しくなっ
てきます。意外と簡単や、やればできる！という感
じですね（笑）。
� 嬉しいことに、社員が社会全体に広げようという
行動を勝手にし始めています。例えば、「義足をつ
けて走れるようになったらいいね」というのは男性
の発想で、女性は「別に走らんでええ、それより着
物を着たい」「付け根から足がないのだけど、生理
のときにどうしたらいいの」といったように要望が
違います。でも、国家資格の義肢装具士は私も含め
て男性ばっかりで、女性は相談できなかった。それ
で、うちの女子社員がハイヒールフラミンゴという
コミュニティをつくり、NPOまで立ち上げて、そ
のイベントで今、アフリカに行っています。そうい
う面白い現象がたくさん出てきています。
� スイスの有名な車いすの陸上選手、ハインツ・フ
ライという人が「健常者はスポーツをした方がいい
が、障害者はスポーツをしなければならない」とい
う名言を残しているのですが、障害者は代謝をよく
するためと孤立しないためにスポーツは不可欠のも
のだと。障害者に限らず、いろいろな人を孤立させ
ないようなコミュニティをつくっていきたい、そう
いうことが非常に重要になってくると思います。
� そして我々経営者は、一人ひとりの社員の多様性
も認めないといけないと思います。「角を取って丸
くする」のではなく、「トゲがあったら、それをツ
ノにせい」と励まして成長させ、そういう人たちが
傷つけあわないように、「私たちは仲間のために仕
事をする」という理念が必要なのだと思います。
森澤� オリンピックの話からそれるようですが、
アップルさんのiPadは、これまでフォントメーカー
に仕様は公開されていなかったのですが、それでは
いけないということで、世界で５社が選ばれ、日�
本では当社が選ばれてお引き受けし、先般リリース
させていただきました。マイクロソフトさんの
Windows10に入っている日本語の書体に関しては、
約７～８割が当社の関与しているフォントで、直近
では、当社が開発した「UDデジタル教科書体」と
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いうものを採用していただいています。
� もともとは私どもが買収した会社が弱視の子供さ
んたちのためにつくったものですが、日の目を見る
ことがなく、当社が引き継いで研究したところ、弱
視だけではなく識字障害（ディスレクシア）の方に
も有効だということがわかり開発を進めました。�
識字障害は発達障害の１つで、日本においてその障
がいを持つ方は人口の６％もいらっしゃるといわれ
ています。このUDデジタル教科書体を一般の方に
もぜひご利用いただきたいのは、この文字に変える
だけで障がい者の方だけでなく、健常者の方にとっ
ても読むスピードが上がることがわかってきたから
です。
� Windows10に標準搭載されていますので、皆さ
んがおつくりになられるドキュメントをこの文字に
変えるだけで、生産性が上がります。日々、膨大な
ドキュメントを読まれると思いますが、読むスピー
ドが10％早くなれば、働き方改革にも繋がると考え
ております。
� このフォントを開発した女性担当者がいるのです
が、識字障害の子供をもつ親御さんから「この文字
に変えたら、これなら僕にも読める！とうちの子が
勉強をするようになった」と涙ながらにお礼を言わ
れたそうです。そういう感動話が他にもたくさん
あって、文字を通じて社会に貢献できているのだと
あらためて気づかされ、勇気づけられています。
司会� 最後に今後の取り組みについてひとことずつ
お願いします。
山本� 私どものもう一つの事業で50店舗の介護施設
の運営をしているのですが、課題は健康と長寿で
す。それには、日本食と運動が不可欠で、スポーツ
を日常生活にどのように取り入れていくか、頭を悩
ませています。日本が世界に向かって、スポーツの
取り入れ方を発信できたら、少子高齢化で「課題先
進国」といわれる日本の一つの解答にならないかと
思います。
� もう一つは、スーパーホテルとして地方創生のお
手伝いをしたいと考えています。地元から要請があ
れば、フランチャイズ等でホテルを展開し、地元の
観光や産業に貢献したいと思っています。海外にも
同様に、ホテルチェーンを増やして、日本のおもて
なしを紹介し、広めていきたいと思います。
川村� 私は日本の技術力をアピールしたいですね。
そのなかでも接遇、品質、スピードには度胆を抜く
ものがあると思うので、もっとアピールしたいで
す。それと地方力。大東市は役所も民間企業も市民
も一緒になって盛り上げようという感覚があるの
で、そういうところを紹介していけたらいいなと

思っています。
� コロナについては、私はテレワークや在宅勤務、
男性の育児休暇取得などを推進するチャンスだと
思って、社内でも広げていこうとワクワクしていま
す。育児休暇では休みと勘違いされそうなので、
「育児応援」とかネーミングも考えます（笑）。
森澤� これまでは、文字は読みやすく、またデザイ
ン的に恰好がよければよかったのですが、今後はス
マホやタブレットなどそれぞれの場面で必要とされ
る文字が今まで以上に変わり、文字に機能が求めら
れる時代になると思っています。我々はUDフォン
トを展開し、既に170言語に対応したとお話をしま
したが、この動きを海外にもっともっと広めていき
たいと考えています。
� そのためにも、この文字にどれくらいの効果があ
るのかを数値的に証明するため、中国や韓国、台湾
等で現地の方々に実際に読んでいただいて、どれぐ
らいスピードが変わるかという実証実験を繰り返し
て、エビデンスを集めています。
� 地方創生というお話がありましたが、私どもも�
地方の自治体に採用されるケースが多くなってきて
います。例えば先ほどのMC�Catalog＋という多言
語電信配信ツールですが、各自治体においてまだま
だ広報誌を開く若者は多くはありません。事例とし
てそんな彼らの成人式の写真などをバンバン撮っ
て、デジタル版でも見て下さいと特集号にQRコー
ドをつけておけば、ダウンロード数が一気にハネ上
がり、それが広報誌とのファーストコンタクトに
なって、地元の働き口がみつかる、ということもあ
るわけです。
� テレワークについては、たまたま東京2020大会の
組織委員会から開催期間中の混雑緩和のため実証実
験に協力を、という要請を受け20人で始めたのです
が、実証実験後も新型コロナウイルスの影響で独自
に期間を延長し拡大せよということで、現在80人で
実施しており、概ね業務に支障は出ておりません。
親の介護問題なども解決しますし、どう管理するか
の議論を深めれば、働き方の一つとして有効だと思
います。
司会� オリンピック・パラリンピックから始まって
幅広いお話を伺うことができました。まことにあり
がとうございました。
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講演録 年頭大会　特別講演より

経営戦略の
実戦的な考え方
～中小企業の生きる道～
神戸大学大学院 経営学研究科 教授

  三品　和広 氏

本日の講演では、高収益事業を実現させた企業
をくまなく調べた結果をもとに、中小企業にとっ
て大きなチャンスが到来していることをお伝えし
たいと思います。現在、市場を押さえている
SONYやCANONなど大きな会社も、1945年には
ただの中小企業でした。瓦礫の山から這い上がり、
あんなに立派な会社になったのです。いわゆる戦
後派ベンチャーが多くの産業で幅をきかしている
から、今となっては、中小企業は業容を伸ばして
いく隙間がないというわけです。
でも、見ていてください。これからの10年、20

年、日本では大企業が次々に勢力を失っていきま
す。大きな変化が起きていて、その中で最大の犠
牲となるのは、実は大企業なのです。でも、彼ら
が倒れても、ニーズがなくなるわけではない。倒
れていく大企業よりも上手に、誰かがそのニーズ
を満たさなければいけないのです。
中小企業にとって最大のボトルネックは、基本

的に人材です。でも、この人材が大企業からどん
どん出てきます。その極めて良い事例がアイリス
オーヤマです。パナソニックやシャープ、三洋、
東芝などを離れた技術者の受け皿となって次々に
良い人材を採用し、かつての大企業を去った技術
者にしてみれば、「ここは天国のようだ」となっ
ています。以前の大企業では、良いアイデアを思
いついても、決裁してもらうために何回も分厚い
書類を作って様々な会議に持っていかねばなら
ず、そこで難癖や文句をつけられ、最後には「も
うええわ」となってしまう。ところが、アイリス
オーヤマでは、毎週決まった曜日に、創業社長が
自らみんなの企画案に耳を傾け、良いものがあれ
ば、「よし、やろう！」と即断即決になります。

かつての大企業でいい加減くたびれていたエンジ
ニアたちが、もう一度やる気を取り戻してどんど
んいいものを作るわけです。
しかし、ここに一つ、ミソがあります。アイリ

スオーヤマは、昔、タンスの中に入れる樹脂製の
引き出しや衣装入れなどを作っていましたが、今
は家電製品に挑戦して大当たり。その躍進の原動
力の一つが、大手企業にいた技術者たち。そして、
もう一つは、販売チャネルを変えたこと。大手電
機メーカーは、飛ぶように売れて数字を作ってく
れる家電量販店に行きますが、アイリスオーヤマ
は大手が全く手つかずだったホームセンターに行
きました。ホームセンターは、彼らの衣装ケース
などを売っていた場所で、非常に強い絆がありま
す。「ホームセンターがもう一段飛躍するには、
新たな商材がいりますよね。我々がそれを引き受
けるから、また一緒にやりませんか」と持ちかけ
たのです。家電量販店で売っている炊飯器や
ジャー、扇風機は高機能で価格も高め。でも、ホー
ムセンターを訪れるお客さんのためには必要最低
限の機能をローコストで満たそう。これが見事に
当たりました。
アイリスオーヤマは、今後ホームセンターが伸

びると感づいたからこそ、そちらに商品を卸して
いこうという戦略を立て、また、先んじるから大
きな成功を手にすることができました。つまり、
変化に最初に気づいた人が勝つ、これがビジネス
の世界です。皆さんも、変化に対して敏感でなけ
ればなりません。新聞や雑誌、テレビで報道され
た時点で、それはもう変化でなく現実です。遅い
のです。
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■検索革命の今こそ大事なのは、 
時流をいち早くとらえること
ビジネスでの成功例を調べると、「こんな時に

よく気がついたなあ」と驚きます。コンビニの例
をみましょう。セブンイレブンの創業は1973年で、
ファミリーマートやローソンもそれから１～２年
内に創業しており、その後に出てきたサンクスや
サークルＫは結局だめになっていきます。1973年
秋に第一次石油ショックがあり、みんな少しでも
安いものを買いたいという時に、定価でものを売
るコンビニが創業され、逆に、安売りの店を出店
した人は借金を背負って潰れてしまいます。その
背景として、大阪万博の1970年に行われた減反政
策があります。それまでの日本には、お米屋さん、
醤油屋さんや味噌屋さんがありましたが、ダイ
エーなど大手スーパーに勝てなくなってきていま
した。土地や建物、資金もあるそういう人たち�
が、次に何をすべきかと考えた時、フランチャイ
ズのコンビニというものがすっぽりはまったわけ
です。
いま、「第４次産業革命」が始まったといわれ
ています。第１次産業革命は水蒸気エンジンの発
明から始まる動力革命、第２次は通信革命、第３
次はトランジスタの発見と共に始まった制御革
命、そしていま足元に来ているのは、クラウドに
よる検索革命です。最初の動力革命は、ジェーム
ス・ワットの発明から始まりました。ワットの作っ
た会社は、それから半世紀ほどで潰れましたが、
ピストンリングを作った会社はその後も続きまし
た。水蒸気機関の周辺に、新しい事業が生まれた
ということです。皆さんにもそのようなチャンス
がいっぱいあります。「インターネットや検索や
クラウドなんて、うちには縁がない」などと簡単
に諦めないでください。「中小企業だからこんな
もんや」というのでなく、「何かあるはずだ」「何
かできないか」と、起業家精神を逞しく発揮すべ
き時代が来ているのです。
従来、日本企業では社員がいろいろな経験を積

むと、それが技能になり、お客さんと取引するこ
とで信用を勝ち得ます。納期ズレや品質不良が出
ても、事後対応が良ければ、「あそこはよくやっ
てくれる」と、かえって絆が強まることがありま
す。継続は力なり、同じ事業をずっと続けている

と、このような見えざる資産がたまります。真面
目にコツコツやるというのが何より大事、競争原
理の源泉だと言われてきました。しかし、前提条
件があります。その事業が不滅であり、社員がコ
ロコロ変わらないこと。だから、日本企業は終身
雇用制を採り、同じメンバーが同じことをするこ
とで、お取引先とも長い付き合いができました。
しかし、それは、他を知らないということでもあっ
たのです。
時代は変わっています。ここ５～10年前に大学

を卒業した人で、卒業後３年経ってもまだ最初の
会社にいると、“アホの証”といわれることもあ
ります。若い人の考え方が変わったのでなく、検
索という手段が当たり前になったからです。勤め
ている会社に不満や不安を感じた時、ちょっと検
索するだけで、他企業の情報が出てくるのです。
従業員だけでなく、お客さんも同じ。いきなり
「こっちのほうが安いから」と、簡単に乗り換え
られることがあります。皆さんが「大変やな、え
らいことになった」という時には、その裏側に必
ずチャンスがあります。それをしっかりつかみに
行くことが大事なんです。

■ターゲットを鮮明にして、 
新しい組み合わせを探る
いま改めて注目されているのが、オーストリア

で生まれたシュンペーターで、イノベーションと
いう言葉を作った人です。彼は1920年頃にアメリ
カへ渡ってびっくりし、アメリカの繁栄はイノ
ベーションの力によるものだと考えました。
では、イノベーションとは何か。もともとの定

義は「既に在るものの新しい組み合わせ」です。
シュンペーターがアメリカで驚いた対象とは、ア
イルランド移民の息子で、世界でも類を見ない大
きな自動車会社を作って大成功をしたヘンリー・
フォードでした。それ以前、アメリカではキャデ
ラックが車の主流で、「自動車」でなく「馬なし
馬車」と呼ばれ、お金持ちの玩具でした。それに
疑問を感じたのがフォードでした。玩具でなく、
車に仕事をさせようと、農家相手に車を作り始め
たのです。お金持ちは少数だが、農家は多数いる
とフォードは考え、農家のほうは「トラックで仕
事をすれば、収入が上がる」と思いました。お金
持ちの方を向いていた車の向きを変えただけで大
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ヒット。お金持ち向けのピカピカでなく、仕事を
するトラックにしたという点が新しいのです。
日本のイノベーションの最高傑作「ウォークマ

ン」は1970年代の終わりにSONYによって生み出
されました。従来のテープレコーダーに必ず付い
ていたスピーカーと録音機能を引き算し、ヘッド
フォーンを付けました。持ち運びするので電池で
動かすための部品や回路の工夫はしましたが、
ノーベル賞をもらう程の発明ではありません。
そして、2001年にAppleが出したiPod。現代版

のウォークマンで、これによりウォークマンは駆
逐されましたが、内部を調べたエンジニア達は「あ
れ？大したことない」と思いました。何も新しい
ものはなく、電池も音楽情報を記録するハード
ディスクも液晶パネルも日本製、半導体に至って
は台湾製でした。ただ、面白いのは、1000曲を持
ち運びできたことです。iPodのコンセプトを支え
るのは1.8インチのハードディスクドライブで、
これを製造するのは世界で唯一、東芝でした。
Appleは潰れそうな会社でしたが、iPodで息を吹
き返しました。
ポイントは、「誰に向けて売っていくのか」「こ

の製品に何をさせたら、みんな喜んでくれるのか」
です。ウォークマンは若い人をターゲットに、ど
こでも音楽が聴けることを狙いました。一方、
iPodは、若くない人々に音楽資産ストレージをア
ピールしました。1000曲を持ち運びでき、ランダ
ムプレイできるので、「おお！昔この曲を聴いた
なあ」とみんな喜ぶわけです。誰を相手に何を提
供するのかという点で、両者は似て非なる商品
だったのです。その後、SONYは2016年秋に、新
モデルのウォークマンを30万円で出しました。基

盤関係はすべて金、ボディは無
酸素銅、同社の技術とノウハウ
を注いだ最高の音質というもの
です。さて、iPodはもうありま
せん。AppleはiPhoneを使った
音楽のストリーミングサービス
へと移行し、5000万曲聴けると
訴求しました。ハードウェアを
軽薄短小にし、音質を上げるこ
とをめざしてきたSONYとは異
なり、「一人でも多くのアーティ
ストと出会ってください」とい

うスタンスです。実はAppleの真のお客さんは、
我々でなくクリエーターです。日本企業は技術力
に重きを置きますが、それ以上に大事なのは、芸
術や哲学などであり、そういうものに養われた感
性と技術が結びつかないと、世界を変えるものは
できないと、スティーブ・ジョブズは考えたので
す。みんなが携帯音楽プレーヤーとはこれだと
思っている時に、それは違うだろうとズラす…こ
れが、イノベーションの本質です。いま皆さんが
されている事業を別のほうに向ければ、景色が変
わるのではないでしょうか。

■高収益企業の例に見る 
発想の転換と柔軟な考え方
ここからは、日本の事例で締めくくりたいと思

います。東証一部上場のサニックス。そのビジネ
スは白アリです。白アリ駆除はヒ素の入った危な
い薬を使うし、ジメジメした床下に潜らねばなら
ず、４Kの代表選手のような仕事です。サニック
スの宗政伸一さんは、どうやって身を立てようか
と悩み、アメリカに留学しました。その時、アメ
リカでひらめいたのが、「駆除ではダメだ、防除だ」
ということ。出てきた白アリを駆除する対象は築
年数の長い物件ですが、白アリを一度も見なくて
よいようにする防除の対象は新築物件であり、高
価でも訴求しやすくなります。さらに、ヒ素など
を使う駆除と違い、防除は、床下の排気口に太陽
電池付きの換気扇を入れておくというもの。白ア
リは湿気が大好きなので、床下を換気扇で乾燥さ
せ、それでも白アリが出たら、無償で全滅させる
という保証を売り、売上高営業利益率10％を超え
る高収益企業になりました。同じく上場している

 ▲ 2020年 年頭大会
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アサンテは宗政伸一さんのお兄さんが経営する同
ビジネスの会社で、お兄さんが東日本、弟さんが
西日本を受け持っています。
次は、アリアケジャパンという会社で、商売は

エキスです。日本の漁港には、小さな魚や貝類を
煮立てて作ったエキスを売る自営業者が多くい
て、同社の岡田甲子男（おかだきねお）さんもそ
こから始めました。ある時、エキスを煮出してい
る釜が傾いて彼は火傷を負い、「もっとラクな方
法はないものか」と考え、ついに5000種類もの味
を識別できる検査装置を作りました。つまり、味
の数値化をしたわけで、安価な鶏肉を組み合わせ
て牛肉の味を出すことも可能となりました。同社
の最大のお客さんは次々に新種を発売するカップ
ラーメン屋さんです。カップラーメン屋さんは「豚
骨に近くて、しつこくない味」など商品コンセプ
トを作って同社に持ち込めば、そのスープが出て
くるわけです。アリアケジャパンがなければ、日
清も東洋水産も成立しないといえるほどです。
そして、宝石屋のツツミ。一等地で高価な宝飾

を売る店でなく、世の女性たちが身の丈で自分の
ために宝飾を選ぶ店を、と考えたのが、同社の堤
征二さんです。コンセプトは「大根買った、つい
でに宝石買って帰る」で、価格は「給料３ヶ月分」
でなく、平均単価１万円、出店するのは銀座でな
く、商店街。自身で海外に出向き、品質の良い石
を買い付け、小さくても本物が欲しい女性に低価
格でアピール。既存の宝石屋さんの概念をぶち壊
したのです。
次に、ファンケル。小売店で売る化粧品は３年

間カビが生えたり腐ったりしてはだめと法律で決
まっているので、大手の化粧品には防腐剤がいっ
ぱい入っています。これに対し、ファンケルは、
化粧品で肌にダメージを受けやすい女性をター
ゲットに、当初アンプルのような容器に入った防
腐剤の入らない化粧品を販売しました。通販だけ
の化粧品です。面白いのは、このビジネスを始め
たのが、インターネットが来る前の1973年だとい
うことです。
ホギメディカルは、手術時に患者さんに被せる

不織布などを扱っていますが、使い捨てだからと
低コストで訴求する競合他社と大きく異なりま
す。長時間にわたる手術でも仕事しやすいように、
ポケットや切込みの場所など、それぞれの医師に

合わせた不織布のカスタマイズを訴求。これで高
収益企業となりました。
大手自転車屋さんの部品を作っていた堺のシマ

ノは、このままではダメだと、「ツール・ド・フ
ランス」などレースで使われる自転車部品に切り
替えて業績を伸ばしました。また、減反政策が来
た1970年代に「減反の国で農機具を売っても儲か
らない」と、アメリカに進出したクボタ、これも
大当たり。その後、ワインブームが来て、カリフォ
ルニアに次々とブドウ畑ができ、そこで使われる
農業機械はクボタが占めました。コンタクトレン
ズでは大手他社に勝てないと思ったHOYAは、
作るのでなく売ることに方向転換。アメリカの
ジョンソン＆ジョンソンが作った使い捨てコンタ
クトレンズを日本で売って、利益率２桁の高収益
となりました。
皆さんには十分なチャンスがあります。それは、

皆さん次第。柔軟な頭と発想の転換、そして、時
代の変化をつかむ先見の明が要ります。一念発起
して、ぜひ今年のうちに21世紀の繁栄をつかみと
るアイデアをひねり出すぞ！という決意をして頂
きたく存じます。
ご清聴ありがとうございました。

 三品 和広 氏　ご略歴  
1959年愛知県生まれ。82年一橋大学商学部卒業。
84年同大学大学院商学研究科修士課程修了。89
年ハーバード大学文理大学院博士課程修了。
ハーバード大学ビジネススクール助教授、北陸
先端科学技術大学院大学助教授などを経て、
2004年より神戸大学大学院経営学研究科教授。
専門は経営戦略・経営者論。
著書に『デジタルエコノミーと経営の未来』�
山口重樹と共著、東洋経済新報社、2019年。�
『モノ造りでもインターネットでも勝てない日本
が、再び世界を驚かせる方法―センサーネット
構想』三品 和広（著）＋センサー研究会（著）、�
東洋経済新報社、2016年。『経営戦略の実戦１：
高収益事業の創り方』東洋経済新報社、2015年
他多数。2004年『戦略不全の論理』（東洋経済
新報社）で、第45回エコノミスト賞、第21回組
織学会高宮賞、第５回日経BP・BizTech図書
賞受賞。



－�14�－  2020.�春号

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

▪本社所在地：〒530-0005 大阪市北区中之島2－2－7　▪創業：1975年1月　▪資本金：3億5,000万円
▪従業員数：720名　▪事業内容：清涼飲料等の販売　▪ホームページ：https://www.dydo.co.jp

当社は配置薬業をルーツとする大同薬品工業
（1956年創業、現グループ会社）の新規事業と
して1975年にスタートしました。グループ全体
の売上は約1700億円、同じく全体の従業員数は
約4500名、ダイドードリンコとしては720名で、
女性社員の比率は20％ぐらいの割合です。
「ダイドーグループホールディングス」とし
て、海外の飲料事業を統括しています。2008年
上海、2013年にロシア、2015年にマレーシア、
2016年にトルコに拠点を設けています。また、
国内の事業においては、2012年にたらみ社を買
収し、直近では2019年8月に医薬品事業の「ダ
イドーファーマ㈱」が立ち上がっており、少子
高齢化社会を見据えて、グループ全体としてヘ
ルスケア、安全で健康に寄与する商品を提供し
ていこうという方向性で進んでいます。
当社が本格的に「キャリア採用」を開始した

のは2011年。それまで、自販機のオペレーショ

「キャリア採用」で変革に成功、「キャリア採用」で変革に成功、
緻密な制度、仕組みが緻密な制度、仕組みが
組織を活性化組織を活性化

ダイドードリンコ㈱ 
� 取締役執行役員人事総務本部長　濱中　昭一

ンを中心にしていた関係で、新卒採用と、それ
ぞれの現場で若い社員を中途採用し、ルート
セールスに従事するケースが多かったのです。
しかし、“変革を起こせるような人材”の採用
をしようと決め、他社で頑張っている優秀な人
材を受け入れる体制を整えました。
以来、９年。海外にも展開し、2015年までは

グループ売上1500億円だった業績が16年からは
1700億円台となっています。その主要因は、海
外であり主にトルコへの進出で、SaKaブラン
ドとしてミネラルウォーターの売上が大きく貢
献しています。
キャリア採用を始めた、そもそものきっかけ

は、当社はファブレスで工場を持たないため、
マーケティング部を強化することで、協力工場
に対し、当社のポリシーを含め「こういう商品
をつくってほしい」ということをしっかりと発
信していきたいと考えたからです。
初年度、マーケティング部のトップにキャリ

ア採用者を配属し一気に30名を採用しました。
その理由は、１つの部署にキャリアが１、２人
ではプロパー社員が圧倒的に多く、変革をしよ
うにもできないと考えたからです。優秀な人材
というのは、尖がった面がある半面、協調性も
あるので、プロパーに馴染んでしまう。そうな
らないように、マーケティング部にさまざまな
経験の持ち主を採用し、一気に変革を図ろうと
考え、それに成功したのです。
例えば、「世界一のバリスタ」という商品は、

マーケティング部に入ったキャリア採用のメン

企業事例 多様性を生かす採用、人事戦略

 ▲ DDT Group Factory（トルコ共和国）
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バーの発案で、いろ
いろな調査をしなが
らデザイン等も決
め、いまやロングセ
ラー商品になってい
ます。
この成功が、他部
署にも大きく影響
し、「変わりたい」
という部署にはキャ
リアを採用していこ
うというムードがで
きました。
キャリア採用は
マーケティング経験
があり、年齢は30�

歳～45歳位まで、専門能力がある人を募り、管
理系が中心です。当初は、プロパーの人たちの
気持ちを考慮し、キャリア面接は土・日曜に実
施していました。応募者が会社を休まなくてす
む、ということもありましたが、社内への影響
が見えにくかったので配慮したのですが、いま
はもう平日に実施しても、「今日はキャリア面
接ですか？」と社員も平気になっています。
現在、キャリア採用の社員は全体で約80名。

マーケティング部の場合は、20名ぐらいのとこ
ろに30名のキャリアを採用したので、比率は６
対４でキャリアの方が多くなっています。
キャリア採用に成功する秘訣は、トップが

キャリアに対し関心を持ち、期待値を語り、「い
つも見ている」という姿勢を示すことだと思い
ます。キャリアは優秀な人が多いので、認めら
れたいという気持ちや実績を出したいという意
識が強い。それを叶えてあげることができる人
との接点が重要で、それは当然、社長です。社
長自らが期待値を伝えることがキャリアのモチ
ベーションを上げる一番のポイントですから、
そこは大事にしていました。
当社では最初の数年間は、社長（髙松富也代

表取締役社長）とキャリアの人たちとのミー
ティング（飲み会）をよく行っていました。彼
らの思いを社長が直接聞く機会を意識的に設
け、困りごとがないかといったことも、この場
で聞くようにするなど、キャリアの人たちがの

びのびと活躍できる環境を整えていくよう努め
ました。

■人材会社とタッグを組み 
「100名採用」
人材採用会社はいろいろ使っていました。お

断りすることも多かったので、「もう二度とダ
イドーの商品は飲まない」と言われることがな
いよう、不採用をうまく伝えてくれるエージェ
ントに頼んだ方がいいと考えていたからです。
２年程前から利用するようになったビズリー

チさんは、一般的なエージェントと違って、登
録している人に、こちらからアプローチができ
る仕組みになっています。一般的なエージェン
トの場合は、「ダイドーに入りたい」という志
望があって、初めて紹介がくるのですが、ビズ
リーチさんの場合は登録者に対して「こういう
経歴があるなら、ダイドーの面接を受けません
か」とプッシュができるのです。
さらに、昨年12月に新しい手法としてリリー

ス（広報）したのは、自販機営業のキャリア採
用に関して、ビズリーチさんとリクルートさん
とダイドーの３社が組んで、「100名採用」に�
乗り出すというものです。ビズリーチさんとリ
クルートさんはライバル関係にあるので、最初
は躊躇されていたのですが、ビズリーチさん�
のダイレクトなリサーチ力と、リクルートさん
が持っている志望者を内諾までもっていくとい
う強みを併せると、非常によい結果が出ると期
待したプロジェクトで、実際、うまくいってい
ます。
普通のやり方では、短期間に100名の採用は
難しかったと思うのですが、両社は採用のプロ
ですから、そこがタッグを組めば、鬼に金棒だ
と思ったのです。このやり方では、私たちは「こ
の人でいいですか？」という最終段階で、初め
て顔を見るということなので、非常に労力の軽
減が図れます。当然、コストはかかりますが、
採用活動費の支払先が変わったというだけで
す。半年ぐらいの期間で進めていますが、目標
以上に順調に採用ができています。
過去は、経験を積まないと自販機営業はでき

ないとされていたのですが、マニュアル化に成
功しましたので、営業センス等があれば、一か

 ▲ 世界一のバリスタ
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ら経験しなくても活躍ができる。それでキャリ
ア採用に踏み切ったのですが、これによって当
社の全部門でキャリア採用を実施したことにな
ります。
これによる人材の若返り効果もあります。ラ

イフシフト策ということで、53歳以上の早期退
職制度も昨年実施しました。

■研修制度を充実、自主性を重んじた 
「DIA」で次世代人材を
新卒の研修制度も充実していて、入社後５年

目まで、毎年研修を行っています。入社４年目
には、新卒採用業務に全員が携わります。リク
ルーターやプレゼンターの役割を担い、学生に
対して自社の魅力を説明することを通じ、自分
の仕事を見つめ直すことにもつながり、会社に
対する愛着も湧くことで、定着率が上がってい
ます。
５年目（28～29歳）以降は、リーダー昇格時に、
一定の要件（総合職、45歳迄）を満たした社員
には、次世代経営幹部育成研修「ダイドー・イ
ノベーション・アカデミー」（DIA）を受講す
ることができます。DIAは５年間かけて、今後
の当社を支える人材の育成を行うプログラムで
す。DIA１年目は、リーダー昇格者が受講対象
者となり、２年目以降については、対象者本人
に案内を送り、受講希望者には自ら上長に対し
て受講意思を伝え受講できる仕組みです。自主
性を重んじ、やる気のある人に手を挙げてもら
う挙手制になります。１年目は問題解決、２年
目は課題解決がテーマとなっており、対象者は
座学の研修で内容を学んだ後、各部門でテーマ
に沿った事後課題に半年間取り組みます。３年
目はコース分けをしています。コースは２つで、
選抜者コース、基礎能力強化コースのいずれか
を自分で選べます。選抜者コースはビジネスス
クールの内容に半年間取り組み、その後４年目
には同様のコースを社外の選抜者と受講し、他
流試合の中で経営者視点や考え方を養います。
基礎能力強化コースについては、ｅラーニング
を受講できます。選抜者コースを受講するため
には選抜試験をパスする必要があり、その合否
は受講者同士で相互評価をする仕組みにしてい
ます。

早い人であれば33、34歳でプログラムを終え
ることもできますが、この制度は途中で受講延
期を申し出て仕事に集中し、希望した時点で受
講開始することもできるため、修了時における
年齢はまちまちです。新卒・中途・キャリア採
用すべてのリーダー職が対象ですが、希望者の
みが受講を継続できる仕組みにすることで、研
修の質を担保しています。
キャリアの人は持っているスキルが高く、自

立して走る傾向がありますが、当社の人事制度
のなかでは「人材育成」に比重を置いているの
で、キャリアの人も、自分の部下・後輩に自分
の能力を伝授する、教えていくということを評
価項目として高く設定しています。若いときは
個の成長ということで、個人の能力を上げてい
く仕組みにしていますが、マネージャー層にな
ると、いかに人に教えるかに評価軸が変わり、
私たちは「部下が成果を出しやすい方向に持っ
ていっているかどうか」を主に見ています。
当社には何十年も前から、自己申告制度が

あって、これは上司を通さずに人事総務部に提
出されます。毎年秋口に行っているのですが、
「埋もれた人材」を発掘するきっかけにもなっ
ています。例えば「社労士の勉強をしている」
と申告する人は、人事総務部の仕事をしたいの
かもしれませんし、簿記と書いている人が、「今
の仕事に満足していない」と答えている場合は、
その資格を生かせる職場に配置換えすることを
検討します。
自己申告制度は評価の基準にはなりません

が、正しい評価をする１つの指標にはなってい
ます。上司が「うちの部署は非常に良い」と評
価していても部下がそう思っていない、という
場合もあるからです。この自己申告制度も組織
の活性化につながっています。

■多様な人材を生かす環境に、 
仕事と私生活双方の向上を
女性の活用に関しては、結婚・出産、育児で

退社しても、５年以内に職場復帰を促す「ウェ
ルカムバック制度」を今年度より設けています。
復帰した人には「お帰りなさい」ということで
金一封を提供します。女性も当然即戦力ですの
で、できるだけ仕事がしやすいよう時短勤務な
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今後の戦略としては、一人あたりの生産性を
上げるため、学習支援・健康支援に力を入れて
います。その一環で「チャレンジ・アワード」
というものがあります。仕事はもちろん、仕事
以外のことでも面白いことに挑戦した人や提案
した人を表彰しています。例えば、自販機の横
に設置している無料の貸し傘は若い社員の提案
でしたし、人間ドックでＡ判定なら金一封とい
う制度もそうです。
私たちは昨年から「ワークライフシナジー」

ということで、仕事と私生活の両方を充実させ、
相乗効果を上げていきたいと取り組んでいま
す。健康で長生きができる社会を目指し、そこ
に私どもの飲料や食品、医薬品がある、という
事業の理念に即した行動を社員が取ることで、
本人も充実した人生を送れるようにしたい。
市場がめまぐるしく変化し、デジタル化もど

んどん進むなかで、それらに敏感に反応し、先
を読んでいかなければ勝ち残れません。人事総
務部としてはキャリア採用のように、変革人材
を採用しつつ、プロパー社員含め全員が変化�
していけるような制度をつくりたいと思ってい
ます。
当社の場合、24時間365日無人で働く自販機
を武器とした国内飲料事業は、グループ全体の
事業の核であり、ここをしっかりと確立してい
くことが基本です。宣伝効果もあり、将来的に
はITを活用した“情報発信基地”にしていき
たいと考えています。その意味でも、私たちも
もっともっと進化していかなければならないと
思っています。人事総務部は、規則を重んじ、
伝統や風土を守っていくような部門ですが、こ
れからは当部も大いにチャレンジしていく時代
だと思っています。全社員がチャレンジする
きっかけづくりとして、個人の主体性を重んじ、
そういう仕組みや風土をつくることが大切と
思っています。
肝心なことは、個人の意識改革で、「アナタ

は変われる人ですか？変われない人ですか？」
と常に問いかけています。変われる人でなけれ
ば会社は勝ち残れません。そういう人たちがよ
り働きやすい環境、よりよい仕組みをこれから
も追求していきます。

（インタビュー取材・文責在編集部）

どを認めています。
女性だけではなく、３月21日からは全社員を

対象にフレックス制度を導入しました。効率よ
く仕事をする上で、何時から何時までと決めら
れると、逆にムダが生じます。お客さんが10時
からなら、会社に９時に出勤するより、直接、
先方に行けば効率がいい。直行直帰もOKです。
就労時間は１日7.5時間で、１ヵ月稼働日数

を下回ると、給料がカットされます。祝日等で
月によって稼働日数が変わるので、月の累計が
7.5×稼働日数、プラス40時間の時間外勤務が
認められる仕組みとしています。
時間外勤務が多いのに成果が出ていないとい

うことが問題となりますので、いかに効率よく
働いて、効率よく結果を出すかというところを
追求しており、制度も働き方もどんどん変えて
いきたいと考えています。
当社では、というより全グループを対象に、

昨年の10月から「カジュアルワーク」を実施し
ています。営業系はお客さんのところに行くと
きはスーツにネクタイという格好ですが、それ
以外はカジュアルな服装がほとんどです。その
方が、若い社員との会話が増え、リラックス効
果により自由な発想がしやすくなったように思
います。プラスαとして、採用競争力も上がり
ました。若い人たちは「私服で仕事が出来るん
ですか！」と目を輝かせます。それだけ優秀な
人材を採りやすくなったといえます。
また、オフィスにBGMを流すことで、定時

に帰る人が増えました。効率が上がり、BGM
が止まると、終業という雰囲気になり、平均し
て１日30分ほど早く帰るようになりました。こ
れも大きい経費節減につながります。仕事中に
音楽を聴きたくない人のために、専用の一人用
ブースも設ける予定です。
60歳以降の再雇用については、65歳まで１年

更新で継続していますが、私どもでは月に20日、
15日、10日、５日など働く日数を選べる選択制
にしています。15日以下の日数の方には副業を
解禁しています。定年延長や退職金制度に関し
ては、法律の変更に合わせ実施しています。�
よかれと思ってしたことでも、境目の人が「自
分のときは違っていた」と思われかねないから
です。
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私の七転八起

昨年、我社は創業70周年を迎えました。お得
意先様・仕入れ先様・そしてＯＢ諸氏の皆さまの
お陰であり、心より御礼申し上げます。これから
は、100年企業に向かって、更なる前進を！　と
願っております。

企業の寿命は30年！　しかし最近は、この 
30年すら短くなっている。30年も続けば老舗と
言われるほど。10年・10年・又10年！　どの会
社にも、ようもようもここ迄、やって来れたこと
よ……と言う歴史が有るものです。

我社の創業は、昭和24年。終戦間もない混乱
の時代。大阪市住吉区の地に始まる。

当時は零細企業。機械の故障が有れば、社長が
徹夜で修理。大口売り先の倒産！　会長・社長が
個人資産を引き出し支えた。

ようやく会社としての基盤が出来始めた、昭和
36年４月、社員寮から出火。木造の工場は瞬く
間に全焼。全くのゼロとなりました。翌朝、呆然
と火災跡に立ち尽くす社員を前に、社長は、【皆
よく聞け、会社は休まない、平常通り営業する。
営業社員は、お客様にそのことを伝え、注文を取
りに走れ！】即断の大英断！　社員はその一言で
生き返った。（この間、注文は同業他社で受注を
こなした。）

同時に新しい工場建設が始まった。この間、残っ
た社員は、よく耐えてくれた。土地探し・金策・
機械の発注・社員集め……そして僅か８か月後の
12月に、新天地の泉大津で、突貫工事による第
一期工場が完成。今ではとても信じられない、当
時の経営者のパワー・戦争を体験した、大正生ま
れの日本男子でしか成しえない、執念！　と驚く
ばかりです。

私は昭和45年、25歳で今の会社に入りました。
当時は、安全・品質・生産技術レベルは低く、お
客様のクレームも多い。全てにおいてレベルアッ

第30回

我社の七転八起
� 日本紙工㈱ 代表取締役会長 岸上啓一

プが求められておりました。社長の息子である私
に対する、厳しい周囲の目の中で、まずは私を認
めて貰う所からのスタートです。

最初に取り組んだのは、会社の社歌を作る！　
応援団を結成。仕事の後、皆を誘い、飲みに行っ
ては一緒に社歌を大声で歌う。連帯感が生まれ、
私に対する偏見も次第に消えて行きました。

満を持して、私は前の会社で体験した、ＱＣサー
クル活動の導入を、役員に提案しました。現場の
リーダー達を、発表大会の見学に連れて行きまし
た。とっても感激し、是非自分たちもやりたい！　
と。私がリーダーとなり、取り組みが始まりまし
た。当時は未だ、ＱＣ活動を取り入れている企業
は少なく、発表大会には取引先様からも見学の依
頼が沢山有りました。ＱＣサークル活動の導入は、
我社にとって、以後の躍進の原動力となりました。

この頃から、大阪府経営合理化協会様とのご縁
も頂き、種々の活動が活発になりました。泉大津
商工会議所の依頼を受け、大阪府品質管理推進優
良企業の認定に挑戦、地域企業でも初めての、 
週休二日制導入にも挑戦。これらこそ、社員自ら
の力で問題に取り組み、勝ち取った成果でありま
した。上からの押し付けでなく、自分たちで考え
て……ＱＣサークル活動の精神が定着したことが
今日に繋がっていると感じています。

平成７年、阪神淡路大震災の年の５月。待望の
新工場が貝塚市二色の浜に完成。

ゴールデンウイーク連休に引っ越しました。社
員の喜び・期待を受けての引っ越しは、その日か
ら期待通りに運転スタートできず、その後８か月
後の12月迄、もたつき、地獄を味わう事となり
ました。

眞に七転八起・禍福は糾える縄のごとし！　企
業も人の運命も、全く油断できませんが、創業100
年に向かって、更なる挑戦を！　願っております。
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はじめに
前々回、前回の２号にわたって「M&Aを成功させるためのポイント」について、「譲渡側」「買収側」そ

れぞれの視点からご説明させていただきました。本号におきましては、「譲渡側」「買収側」双方の大きな関
心事である「株式価値評価」の考え方についてご説明させていただきます。

Q10 当社には後継者がいないため、数年内にM&Aによって事業承継を行うことを検討しておりま
す。検討を進めるにあたり、あらかじめ自社の株式価値の目安を把握しておきたく、評価手法

を教えていただけますか？

中小企業のＭ&A
� �についてのFAQ

第６回

㈱オンデック　シニアコンサルタント　中井裕介

中小企業の経営者は、長年苦楽を共にした会社に、
当然に強い思い入れがあります。また、個人保証や
担保を提供して借入をし、大きなリスクを背負いな
がら経営してきた方が殆どでしょう。そうした背景
も影響してか、譲渡側は自社の株式価値或いは事業
価値を高く見積もる傾向があります。しかし、買収
側からすればM&Aはあくまで投資であり、感傷的
な論理は通用しません。中小企業のM&Aは相対取
引であり、買い手があって初めて成立するものです。
M&Aを成立させるためには、投資判断をする買収
側がどのような根拠で金銭的価値を捉えるのかを理
解し、適正な価格を知ることが必要になります。
中小企業のM&Aの現場でよく採用される株式価

値評価の手法として、次の（1）、（2）をご紹介させて
いただきます。
（1）純資産方式
対象企業の貸借対照表（BS）を重視した評価手法

であり、その純資産価額を株式価値とする方法です。
簿価純資産を採用するケースはほぼなく、多くの場
合、時価純資産（対象企業が保有する資産の時価総
額から負債の時価総額を控除して計算）が採用され
ます。なお、保有資産・負債の時価総額の算定にあ
たってよく見受けられる調整項目は次のとおりです。
・売掛金、受取手形 → 回収難部分を減額
・棚卸資産　　　　 → 不良在庫分を減額
・有価証券等　　　 → �上場株式であれば市場価格

に置き換え
・不動産　　　　　 → 路線価等に置き換え
・保険積立金　　　 → 解約返戻金額に置き換え
・退職給付引当金　 → �引当不足があれば追加計上
また、上記調整に加え、営業権（いわゆる“のれ

ん”）の時価評価も必要となります。営業権の評価

について定型的な手法はないものの、平均営業利益
にその継続が見込まれる年数（３～５年）を乗じて
算出された額を営業権とする手法（「年買法」）がよ
く採用されております。
（2）EBITDAマルチプル方式
対象企業の損益計算書（PL）を重視した評価手
法であり、企業の保有資産をほぼ勘案することなく、
事業活動の結果として生み出されるキャッシュフ
ローのみに基づいて評価を行う方法です。この方法
は、類似企業との比較により株価を算定する、いわ
ゆるマーケットアプローチによる評価方法のひとつ
ですが、背景にあるロジック等の詳細までご説明す
るには紙面が限られるため、ここでは次のシンプル
な算式によって株式価値を算定するという結果のみ
をお伝えさせていただきます。

株式価値＝�EBITDA（営業利益＋減価償却費）� �
×マルチプル（※１）� �
－有利子負債（※２）� �
＋現金同等物（※３）

（※１）中小企業M&Aにおいては２～５倍が相場とされる。
（※２）リース債務等を含む。
（※３）投資有価証券、保険積立金（解約返戻金）等を含む。

以上、貴社の株式価値の目安を知っていただくた
めに、中小企業M&Aの現場で頻繁に見受けられる
評価手法をご紹介させていただきましたが、これら
の方法以外にも様々な評価手法（DCF法、類似業
種比準法など）が存在しております。対象企業の業
種、規模、業歴（ステージ）等を総合的に勘案して、
最も適切な手法を採用する必要がありますので、
M&Aに向けた具体的な検討に入られるタイミング
で経験豊富なアドバイザーの助言を得ることが得策
でしょう。
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第３回「学生に教えたい “働きがいのある企業 ”大賞」募集について
　当協会では2008年より「経営合理化大賞」を制定し、10年にわたり優良中堅中小企業の皆様を顕彰
して参りました。そして11年目を迎えた一昨年、賞の理念や審査基準を抜本的に見直し、「学生に教え
たい“働きがいのある企業”大賞」と名称を変え、2018年よりスタートしました。
　本賞の受賞は、人手不足・採用難が続く中堅・中小企業にとって“働きがいのある企業”として社会
の認知を深め、社員にとって生きがいを感じられるような企業体質を築く一助になるものと考えていま
す。また、新卒、第二新卒、中途採用、女性社員、外国人雇用へとダイバーシティ経営が進む中で、そ
の促進にもつながります。
　是非本賞へのご応募をご検討いただけますようお願い申し上げます。
　本賞にご関心のある企業関係者の皆様は、担当者までお問い合わせ下さい。

１．主催　一般社団法人 大阪府経営合理化協会
　　後援　近畿経済産業局、大阪府
　　協賛　フジサンケイビジネスアイ

２．賞の種類
　学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞
　近畿経済産業局長賞
　　（変化に対応しチャレンジしている働きがいのある企業）
　大阪府知事賞
　フジサンケイビジネスアイ賞
　　（話題性があり働きがいのある企業）
　審査委員長賞
　特別賞（ 昨年の例：長寿企業部門賞、元気なものづく

り企業賞、ビジネス変革賞、リーダーシップ賞）

３．働きがいのある企業大賞審査基準
１）経営理念の共有化および浸透
　 　経営理念を社員と共有化し、浸透させている

か。経営理念を各種施策、意思決定に反映して
いるか。

２）チャレンジ・変革・イノベーション
　 　外部環境や市場の変化に対応し、チャレンジ

する組織としてイノベーションを実現してきた
か、または取り組んでいるか。（高付加価値製
品やサービス、または新しい売り方やビジネス
の提供により、自社の独自性を確立しているか）

３）働きがいのある職場づくり
　 　経営者・管理者のリーダーシップにより、働

きがいのある企業を実現すべく人事の施策や制
度に反映し、社員の動機づけなどを行っているか。

〒540-0029 大阪市中央区本町橋２-５ 
マイドームおおさか５階

一般社団法人 大阪府経営合理化協会
学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞

審査委員会（担当：高安、大西）
TEL．06-4794-9090　FAX．06-4794-9085

●第１回「学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞」
　受賞企業（2018年）
　大賞：㈱アスコット、㈱ロブテックス
　フジサンケイビジネスアイ賞：ナカザワ建販㈱
　審査委員長賞：㈱ シナプスイノベーション
　特別賞（長寿企業部門）：大阪銘板㈱
　特別賞（ベンチャー企業部門）：㈱Be＆Do
　奨励賞（理念浸透賞）： ㈱関通、幸南食糧㈱
　奨励賞（ビジネス変革賞）：西川産業㈱、　安田㈱
　奨 励賞（リーダーシップ賞）：㈱採用戦略研究所、新教育総合

研究会㈱、㈱竹延、ノアインドアステージ㈱
　奨 励賞（元気なものづくり企業賞）：㈱ナカキン、㈱山田製作所、

ロザイ工業㈱

●第２回「学生に教えたい“働きがいのある企業”大賞」
　受賞企業（2019年）
　大賞：㈱フジキン、富士電子工業㈱
　近畿経済産業局長賞：㈱湯山製作所
　大阪府知事賞：錦城護謨㈱
　フジサンケイビジネスアイ賞：幸南食糧㈱
　審査委員長賞：㈱久門製作所
　特別賞（長寿企業部門賞）：㈱フジプラス
　特別賞（元気なものづくり企業賞）：㈱ピカコーポレイション
　特別賞（ビジネス変革賞）：丸二倉庫㈱、㈱フセラシ
　特別賞（リーダーシップ賞）：トップ産業㈱、大阪糖菓㈱

４．応募資格と応募方法
応募資格：
① 大阪府下及び周辺（奈良県、京都府、兵庫県、

滋賀県、和歌山県、三重県）に本社を置く企業。
② 審査委員による経営者および社員インタビュー

を了承いただける企業。
 ③ 本賞の充実・更なる発展にご理解とご協力をい

ただける企業。
④ エントリー費用：20,000円（書類審査及び企業

ヒアリングの諸費用）
　※企業規模、業種は問いません。
　※ 賞の趣旨にそぐわない企業（反社会的組織、

法令違反企業、公序良俗に反する事業を行う
企業等）は除きます。

応募方法：
　  　第３回「学生に教えたい“働きがいのある企業”

大賞」応募要項、応募記入用紙及び参考資料を、
（一社）大阪府経営合理化協会までご請求下さい。

　 協会HP：http://www.gourika.or.jp/にも掲載
します。

募　　集　　要　　項

お　問　い　合　わ　せ
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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 ＊

One for All, All for One  
 ／One Team

第20回
太陽シンクス㈱社長　北浦愼三（TEC幹事）

「合理化」 名言・格言集 ｛ 英和対比 ｝

「 一 心 同 体 」
ラグビーワールドカップで８強入りの快挙。『One Team』は 
流行語大賞になり、創作四字熟語で『一心桜体』が話題になった。
直訳は「一人はみんなのため、みんなは一人のため」である。
スポーツでも、仕事でも、他を思いやる気持ちが大切。

「フェアプレイ精神」に基づく相手の尊重により、社会生活に必
要な人間としての資質の形成に重要な役割を果たす。
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高　安　正　美

株式会社ケーエスアイ
〒557-0063 大阪市西成区南津守７丁目15-16 禁無断転載

春号 （通巻543号）

2020年４月１日発行　一般：定価 1,000円(消費税別)（年間購読料 4,000円／年４回）
会員：定価   800円(消費税別)（年間購読料 3,200円／年４回）

編集メモ
　新型コロナウイルス対応に苦慮されていることと存じます。
　さて、今号は「多様性を生かす新時代の人材戦略」として、
ダイバーシティ経営や人事・採用戦略に生かされている企業事
例をご紹介致しました。そして、注目の東京2020オリンピック・
パラリンピックに関わられている企業３社の取り組みが、正し
くダイバーシティ経営を実践されていることに、今号の特集に
あった内容となりました。益々企業には多様性が求められて行
くことと思われます。� （高安）
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次号予告 夏号（544号・７月１日発行）

⃝特　集⃝
デジタル経営にシフトしよう

～AI、IoT、ロボット、サイバーセキュリティ～

　 連 載  
私の七転八起、ハツラツ社長登場、会員企業紹介、
中小企業のM&AについてのFAQ、名言・格言




