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◎合理化誌を社内で回読する際ご利用下さい。
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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

新時代を生き抜く柔軟経営
新年あけましておめでとうございます。本年が皆様にとりまして良い年である
ことをお祈り申し上げます。
さて、現在の日本経済には、米国と中国の貿易摩擦の影響、北朝鮮の核ミサイ
ル問題、日韓関係の悪化、労働力不足など、さまざまな課題が山積し、半年先を
予測することも困難です。
このような状況においては、辛抱強く努力していく必要があります。明確な目
標を設定し、根気強く課題や問題点を解決する行動が望まれます。事業の発展を
継続するには、社会情勢や環境変化にも目を光らさなければなりません。社員が
創造性を発揮し、自己の成長を感じながら働ける会社であるために、日々、積極
的に活動することを自分自身に言い聞かせております。
今年は、東京オリンピックが開催されます。若者達の活躍を期待し、2020年が、
新時代の幕開けにふさわしい素晴らしい年となることを祈念しております。

㈱精和工業所
　取締役会長

山下　清一
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巻 頭 言
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令和２年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
昨年は、我国にとって大きな行事が数多く行われた年でありました。皇室関係では、天皇陛下の
ご退位とご即位により平成から令和へと元号が変わりました。また、日本初のイベントとしてＧ20
が６月に大阪で開催され、10月にはラグビーのワールドカップが行われ、日本は見事ベスト８に輝
き、未だにその興奮が日本中に残っているように感じられます。
そして、我々大阪府経営合理化協会にとりましても、昨年９月に60周年という大きな節目を迎え

ることができました。1959年の創立以来、一貫して中堅・中小企業の活性化と経営力向上を目的と
して様々な事業・サービスを提供させていただいてまいりました。
その間、多くの会員の皆様にご支援、ご指導をいただくとともに、協会の役職員の皆様の努力に

より今があるものと改めて感謝申し上げます。
さて、現在会長・副会長で事務局の力を借りながら、2021年に向けての協会のあり方を議論して

おります。
“オープン＆アクティベーション”をビジョンとし様々な事業の公開を進め、会員相互の交流・研

究、他団体との連携も含めてオープン化を行い、併せて事業の活性化（アクティベーション）を�
行ってまいります。具体的には現在有る６つの定例研究会の例会をできる限りオープンにし、他の
研究会の例会にも参加できるような仕組みをWEBを使って実施したいと思います。また他団体の
例会への参加、他団体から当協会の例会への参加といった交流も実施できればと考えています。更
に議論を重ねる必要があると思いますが、ある程度まとまった時点で理事会に提案し検討してまい
ります。
創立10周年にあたる1969年に発表された当協会のクリードをベースとし、まずは２年後の2021年

に向けて中堅・中小企業の経営と合理化に寄与する為に、「変化への対応」、「革新的なリーダーシッ
プ」、「事業を通じた社会の課題解決」、「働きがいのある企業づくりへの支援」を目標とし、当協会
として2021年のみならず、更に未来に向かって新しい時代を生き抜いていきたいと思います。
また、協会の事業に参加すれば知識を得られる、勉強になるというだけではなく楽しく会話がで

きたり、食事ができたり、家族も参加できたりといった仲間作りも必要ではないかと感じていま�
す。是非事務局には、そういった企画を折り込んで来期の事業計画を作成いただきたくお願いいた
します。
今年は４年に１度の米国大統領選挙が予定されており、２月に始まる予備選・党員集会を皮切り

に11月３日の本選で大統領が選ばれます。その結果が、日本のみならず世界の様々な秩序や経済等
に大きく影響してきます。また、夏には東京オリンピック・パラリンピックが開催されるなど、昨
年に続いて日本が世界中から注目を浴びる１年となります。そんな中で、是非今年は昨年・一昨年
のような大きな自然災害のない年になって欲しいと願うばかりです。
最後になりましたが、会員企業のますますのご発展と会員各位のご健勝、ご多幸を心から祈念申

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致します。

革新的なリーダーシップで
新時代を生き抜く

（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）
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新春座談会

司会  本日は創業から100年以上の企業の経営
者の皆様にお集まりいただきました。長い歴史
のなかで、その時代の変化に対応し、事業を継
続してこられたからこそ今日があり、そして、
今後も新しい取り組みにチャレンジしていかれ
ることと思います。座談会のテーマである「新
時代を生き抜く柔軟経営」を実践されてきたと
いうことで、これまでの経緯やこれからについ
て、掘り下げたお話をお伺いしたいと思います。
まず、それぞれの会社の概要をご紹介下さい。
加
かつら

貫  私どもの創業は1899（明治32）年で、去年
120周年を迎えました。そもそもは剣道の防具
の縫製を行っていて、縫製技術を持っていたこ
とが、その後の生業となっていくのですが、私
の曾祖父が大阪市西区で加貫商店を開業したの
がスタートです。近所に新聞社があって、その
印刷用輪転機の中に皮のバックスキンを使った
ローラーが入っていて、「縫い合わせた所が、

100年企業に聞く
「新時代を生き抜く柔軟経営」

～変化対応、事業承継、新たな取り組み～
出席者（敬称略・発言順）

㈱加貫ローラ製作所� 会長 加
か つ ら

貫　順三
所在地 〒544-0005   大阪市生野区中川5-3-13 
TEL 06-6751-1121　　FAX 06-6754-4400
創業 1899（明治32）年4月
設立 1948（昭和23）年6月
資本金 1億円 従業員 430名
事業内容 印刷用、工業用ゴムローラー製造・販売
ホームページ　https://www.katsura-roller.co.jp/

生興㈱� 代表取締役社長 古谷　勝
よし

彦
ひこ

所在地 〒578-0948   東大阪市菱屋東2-1-29 
TEL 072-966-0210　　FAX 072-966-0219
創業 1910（明治43）年5月
設立 1950（昭和25）年12月
資本金 3億8,000万円 従業員 223名
事業内容 普通鉄板加工及びオフィス家具の製作・販売、

和洋家具類及び家庭用品の販売、室内装飾及び
内装工事の施工、および各付帯関連業務

ホームページ　https://www.seikofamily.co.jp/

料理旅宿 井筒安（いづやす）
代表取締役（七代目当主） 井筒　安次郎

所在地 〒600-8156 京都府京都市下京区
　　　　　 東洞院下珠数屋街上る笹屋町272

TEL 075-371-1574　　FAX 075-371-9523
創業 1839（天保10）年
資本金 1,000万円 従業員 5名
事業内容 料理旅館
ホームページ　https://izuyasu.com/

司会：（一社）大阪府経営合理化協会
　　　専務理事　高　安　正　美

ほつれてきたので直してほしい」という依頼が
あり、それが仕事になっていったのです。やが
て皮のローラーからゴムローラーに変わり、い
ち早くゴムの研究をしたのが、私の祖父、加貫
正三です。自身の頭文字を取ったSK式ゴムロー
ラー（特許）を開発しまして、印刷用ゴムロー
ラーの先駆として業界に貢献したと伝え聞いて
います。

 ▲ 加貫会長
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私が入社した1967（昭和42）年の頃には印刷の
分野だけでしたが、事業拡大を目指して、工業
用の分野に乗り出しました。以降、鉄鋼や製紙、
合板などで使われるサイズの大きなものから、
直近では事務機、PPCの複写機などの小さなも
のまで多分野にわたるローラーを製造販売して
います。
工業用となるとゴムの材質が大きく変わって
きます。例えば、鉄鋼用は非常にハードで、そ
れでいて製品に傷をつけないものでなければな
りません。ゴムの材質でいえば、耐油性・耐摩
耗性など、用途に合わせたゴムの配合が重要で
す。これが私どものノウハウで、配合次第で、
見かけは同じでも、それぞれの用途にふさわし
いゴムになります。
海外でも展開し、資本出資もしていますが、
100％ではリスクがあるため、半分だけ出資す
る、あるいは資本参加ではなく、技術提携でゴ
ムの配合を先方の技術者に教えるといったやり
方をしています。
古谷  当社の創業は1910（明治43）年、私の曾祖
父が手提げ金庫を鉄板加工して作ったのが始ま
りと聞いています。その後、曾祖父は娘一人
だったため、婿養子に入った祖父が1950（昭和
25）年に手提げ金庫の板金技術を応用して、大
きな書庫を作り始めました。当時は生興金属工
業株式会社という社名で設立しました。
昭和の終わりごろには、書庫のみならず、オ
フィス家具類、机・椅子・応接セットなどを全
般的に扱うトータル販売を開始しました。金属
製品だけではなく、木製の製品も増えましたの
で、1991（平成３）年には、当時流行していた
CIを導入し、社名を現在の生興株式会社に変
更しました。
私が入社したのはその３年後で、大学卒業
後、しばらくよその会社に勤めていました。そ
のころは私の伯父が社長、社長の弟である私の
父が副社長、もう一人の弟、私の叔父が専務で
した。男三兄弟で経営していたのですが、伯父
が亡くなり、父が社長になりました。伯父は娘

だけで男子がいなかったので、2008（平成20）
年、私が社長に就任しました。父は会長職を務
めた後、引退し、現在は私の弟が副社長で工場
の責任者を務め、もう一人、親戚筋の常務が東
京にいます。
オフィス家具についていえば、バブル期は税

金対策でオフィスをキレイにすることが流行
り、バブル崩壊後は買い控え傾向が顕著にな
り、その後、山一ショック、リーマンショック
などで雇用が止まり、業界全体が不況に陥った
こともあります。現在は、「働き方改革」の一
環や、求人のために、おしゃれな事務所にリ
フォームするということが流行していますが、
これはどちらかというと、当社が製造している
鉄製の書庫・ロッカーよりも、木製の家庭用の
ものを使って落ち着いた雰囲気のオフィスに、
という傾向があり、なおかつ、書庫はペーパー
レス化の影響で出荷が減っているため、先行き
を懸念しているところです。
とはいえ、まだまだ中小企業では紙の書類が

中心で、コピー機がある限り、紙は残るであろ
うと思っています。しかし、大手企業ではペー
パーレス化が進んでいるようで、そちらを得意
先としているところは書庫類の出荷量がかなり
落ちていると聞いています。
ですから、現状の設備で、書庫・ロッカー以

外のものを作れたらと考えていますが、どう
いった業界に向けて何が提供できるか、探って
いるところです。
井筒  手前どもは1839（天保10）年創業で、天保

 ▲ 古谷社長
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の飢饉の直後でした。景気が悪いと浄土真宗の
大谷派、本願寺派ともに門徒さんが増えると言
われていまして、うちは東本願寺の目の前で、
料理旅館としてスタート致しました。界隈には
“詰所”といわれるところがあり、例えば新潟
詰所というと新潟の門徒さんが集まる場所で
す。そういう詰所が多数あり、私どもは、創業
当時から料理旅館で、全国から本山にお参りに
来られる方々が料理を食べながら情報交換や勉
強会をされる場所として利用されていました。
「ここに泊まる」というご希望に応じ、旅館業
も同時期に始めています。
手前どもは、「井筒安」と書いて「いづやす」
と読みます。私は井筒安次郎と申しますが、実
は創業者も井筒安次郎でした。先代が他界する
と、次に家督を継ぐ長男が井筒安次郎を襲名す
るのですが、うちの場合、本籍から免許証から
何もかも変えて「井筒安次郎」を名乗ります。
私は７代目です。
井筒安次郎たる者が客前に出ないと意味がな
い、というのが家訓のようなもので、実は私は
料理長もしています。半分料理人です（笑）。
建物も創業当時のもので、今年で180年目に
なり、その時どきにリノベーションしながら
使っているような状態です。最近は消防法が厳
しくなっていますが、京都市の方では「町家を
残してほしい」ということで、援助金をいただ
いたりしています。
長い年月のうちには度重なる苦難がありまし
た。明治維新があり、太平洋戦争では祖父が出

兵し、その間はほぼ女手で守ってきました。実
は、うちの家系は超女系で、代々、男子が一人
しか生まれてこないのです。父も妹４人、私も
姉２人で、自ずと一子相伝になりました。
家訓は先ほども言いましたが、必ず客前に立

てということ、宣伝をするなということがあり
ます。我々は東本願寺の門徒さんやご住職のお
かげでここまでやってこられたのだから、お断
りをしてはいけない、絶対に部屋と席を一つで
も空けておけ、満室にしてはいけないと言われ
てきました。
京都でも180年というのは料理旅館として古

い方ですが、あまり有名ではありません。著名
な方がゆっくりされるために、隠れておいでに
なるところですので、雑誌やテレビの取材は
断ってきました。棟方志功が常宿し、最近で
は、某大物がSPも連れずにひょっこりおいで
になっています。
料理について言えば、もちろん伝統的な京料

理をお出ししていますが、実は伝統を守ってい
るつもりは一つもありません。技術というの
は、一生かけてでも身につけなければなりませ
んが、それに一枚積み重ねていくということを
続けて参りました。料理は８品、10品のコース
で提供していますが、ヨーロッパの料理の技術
を和食に足してみるなど、少し新しさを感じて
いただけるようにしています。
また、建物の話になりますが、うちの見た目

は京町家ですが、中に入ると非常に新しいデザ
イン家具が入っていて、その中に、古い床の間
がしっかりと残っています。外観は京都百景に
入れていただいたほど、格子戸の美しい建物と
されていますが、そういうところで、安心して
食べていただけるようにしている、というのが
私どものスタイルかなと思っています。料理
も、建物や居室も「古いもの、伝統的なものに
一枚積み重ねる」努力をしています。
開業当時は、東本願寺系の門徒さんやご住職

にご利用いただいていましたが、その方々だけ
ではということで、京都観光の方も対象にして

 ▲ 井筒代表取締役



－ 6 －  2020. 新年号

きましたが、昨今は海外からのお客様が増え
て、日本人の“京都離れ”が起こっています。
私どもも、昨年の年間宿泊者数の90％が海外の
方です。
うちはよそよりも早くから外国人のお客様の
受け入れを進めてきました。昔からの日本の建
物を見たいというご要望が多かったので、英語
を話せるスタッフをどんどん採用し、いまや、
私以外はみんな英語が喋れます。私はゼス
チャーのみですが（笑）。
私がカウンターの中で、刺身を引きながら、
何で日本の包丁は「引く」と言うのか、といっ
た文化的なことを説明し、スタッフが同時通訳
をする、という具合です。京都ではレンタル着
物などが人気ですが、そういった観光的なもの
ではなく、もう少し深いところ、例えば「京都
人はどうやって今まで暮らしてきたか」という
ようなことを見たり感じたりしながら、同時通
訳でしっかり理解していただくようにしていま
す。もちろん、日本人のお客様にもご満足いた
だけるようにしています。
実は、創業当時からそうした多様性に対応し
ていました。東本願寺は全国に８千ヶ寺もあ
り、そのお寺ごとに来ていただくため、常に多
様な人々に対応していたのです。
昨今の海外の方は、ヴィーガンであったり、
ベジタリアンであったり、小麦粉を食べないと
いう方であったり。180年前から培ってきた対
応力が、いま生かされていると感じています。
私の父は私が25歳のときに他界致しました。
私は旅館を継ぐのが嫌でたまらず、カメラマン
をしていました。しかし、父が病気になったた
め、金沢に料理の修行に３年程行かされまして、
帰ってきたら父が亡くなりました。その時点で
襲名したわけです。何も出来ない若造の身で、
父と同じ名前を継いだために、父親にならなけ
ればいけないと思い込んでいた10年間は、本当
に悩みました。いろいろな方やスタッフの支え
があって、30半ばになり、「僕でええんや」とい
うことがわかり出してからは仕事が楽しくなり

ました。自分がやりたいように調度品を並べ、
自分がやりたいように料理をつくっていく。世
の中も変化してきて、自分がやりたいようにやっ
たことが受け入れられるようになり、面白さを
感じています。ただ、京都に旅館・ホテルが増
え、売上は、19年はちょっと落ち気味でした。

■「転機」を活かし新しい体制と新
事業を

司会  それぞれ120年、110年、180年という長
い社歴をお持ちですが、その間には当然浮き沈
みがあったかと思います。会社の転機について
お聞きしたいと思います。
加貫  よその工場から出火した火事で、創業か
ら戦前までの資料が焼けて無いのですが、焼け
残った資料で見る限り、戦後１度も赤字になっ
た事がありません。会社を引き継いだときは、
そのことが一番プレッシャーでした。私の父も
早く他界し、65歳になる直前に亡くなっていま
す。当時の専務が他人さんでしたが、社長にな
り、３期６年務めていただいて、1989（平成元）
年に私が引き継ぎました。赤字にしてはいけな
い、ということが常に念頭にあり、「売上をあ
げなければいかん、経費は極力おさえて黒字に
しなければいけない」と単純なことをずっと考
えていました。会社の成績表にBS（貸借対照
表）、PL（損益計算書）とありますが、ずっと
PLベースで考え、印刷用配合材料だけではな
く、用途に合ったゴム材質を開発していかなけ
ればならないと、社長になってすぐに技術部に
指示し、これを契機に今までやっていなかった
分野に入っていきました。
私どもの製品は部品ですので、受注産業で

す。注文をいただくための営業活動をしなけれ
ばなりません。パンフレットなどを携え、「こ
ういう用途に使っていただける新しいゴムが出
来ましたので、よろしくお願いします」と投げ
かけていく。それを新しい分野、新しい分野へ
と広げていました。その中でも一番ボリューム
が大きくなっているのがフィルム系の製造分野
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です。とくに液晶テレビの画面に貼られている
偏光フィルム用途のローラーがヒットしまし
た。ご家庭で使われるラップ類のフィルムも、
私どものゴムローラーを通過して製品になって
いるものが多いです。
私は男兄弟３人ですので、先代は長男の私を
大阪の社長に、次男の弟は滋賀に、一番下の弟
は東京に、と考えていたようです。その辺の意
図は聞いてはいなかったのですが、「兄弟３人
散らばって仲良く仕事をせよ」ということだっ
たのかと思います。というのも、ゴムローラー
の仕事は地域密着で、ユーザーさんに近いとこ
ろで商売をする必要があります。そのため私の
父の時代に㈱東京カツラ、㈱滋賀カツラ等を設
け、モノづくりは滋賀カツラで、海外はケー・
アール通商という貿易会社を立ち上げて取り組
みました。㈱九州カツラは山口県を含む九州、
沖縄までが管轄で、加貫ローラ本体は広島から
静岡までが営業エリア、東京カツラは箱根より
北を担当するというように地域密着型の体制を
整えました。
現在、私は会長職で、社長を継いだ息子がこ
うした分社経営を嫌い、社内の垣根意識を無く
す為に会社を一本化しました。現在では、加貫
ローラ製作所に統合し、加貫ローラ製作所・東
京営業所、あるいは加貫ローラ製作所・茨城工
場や海外事業部、コア事業部などになりました
が、やっていることは同じです。
古谷  書庫・ロッカーという商品の中身は空気
ですので、加貫さんと同じで地域密着でなけれ
ば割に合わない商売です。ですから、当社では
物流拠点も関西・中部・関東に絞っておりま
す。ただし、関東地区への横持ち移動するにも
非常に物流コストがかかります。昨今の物流事
情で物流経費が高くなっていますので、利益が
圧迫されている状況です。これは我々の業界各
社に共通しているのですが、たとえ10トント
ラックに満載にしても、売上がしれています。
私が社長に就任した2008（平成20）年以降、
リーマンショックがあり、雇用が止まり、買い

渋りで業績も低下してしまったのですが、それ
から徐々に回復してはきました。ですが、過去
の売上にまでは戻らない段階で、工場が老朽化
し、従来の設備では、塗装にバラつきが生じ、
良品が上がりにくい状況になってきたため、工
場の建て替えを行いました。現在の南大阪工場
ですが、隣接の土地を買い、新しい塗装ライン
を新設しました。これが、私が社長に就任後、
最初の決断で、億単位での借り入れを行いまし
た。工場完成後は生産性が向上し、不良率も低
下、徐々に売上も回復してきました。
モノを作れば、当然物流倉庫も必要になりま

す。賃貸倉庫も活用してますが、三重工場の敷
地内に新しい物流倉庫を、これも億単位のお金
をかけて建てました。短納期対応が求められる
なか、回転率の高いものについてはある程度、
在庫が置けるようになりました。そうした体制
が整ったこともあって、回復基調になり、2018
年に過去最高売上の94億円を達成しました。
リーマンショックのころは、社員数が200名足
らずで、現在は220名と人数も増えはしました
が、何とか過去最高売上を記録できました。た
だ、申しましたように物流経費に圧迫され、増
収減益ではありました。
工場、物流倉庫のほか営業拠点・事務所の建

物もあちこち老朽化し、東大阪にある建物が築
50年で、取り壊しをせざるを得ない状況になっ
ていましたので、新しい本社ビルを立ち上げ、
大阪府内の散らばった営業所を集約しました。
昨年11月には、手狭になっていた東京支店を移
転。その他IT構築などにも思い切って手を入
れ、お金を使う決断を重ねてきました。先代、
先々代の時代だったら控えたかもしれません
が、生産性向上、歩留まり向上につながり、思
い切って新設したことは正解であったと思って
います。
ただ、今後も物流経費が下がることはないと

思うので、これからは物流関係をどうテコ入れ
していくかだと考えています。既に物流関係の
役員を置き、いろいろと取り組んでいます。
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「働き方改革」の問題もあります。我々の業
界全体の問題なのですが、会社の移転や事務所
のリフォームは、どうしても土曜、日曜に集中
します。営業担当者は出勤せざるを得ない上に
代休もなかなか取れず、代休を取っても、お客
様から携帯電話がかかってきて落ち着いて休め
ないということもあるようです。そんなことか
ら働き方改革は業界全体のテーマです。
事業継承については、持株会社を設立し、そ
れを今後、どう運用していくかが課題です。
井筒  私の父の時代は戦後の高度成長期です
が、祖父の時代は戦争中で、京都駅の近くにあ
るため強制疎開の対象となり、隣の家がつぶさ
れたのですが、そこで終戦になって、「１日の
差でうちは助かった」そうです。ただ、そんな
時代に観光客や宿泊されるお客様が来るわけは
なく、家族だけでも食べられるように、と続け
ていました。
高度成長期になると、観光ブームや旅行ブー
ムになり、団体客が増えました。次はバブルの
崩壊で、私はその直後に社長になりましたか
ら、よい思いはしたことがありません（笑）。団
体客から個人客の時代になり、８年前にリ
フォームをしました。実は、団体客でも対応で
きるようなキッチン、客室にしていたのです
が、今度は思い切って、個室中心に全面的に改
装しました。居住スペースを広く取り、お二人
で快適に使っていただけるようにしました。
このときに問題になったのは、天保年間の建
物なので、銀行の評価額がゼロだったことで
す。土地だけの価値で、今でこそ京都駅前の坪
単価はかなり上がっていますが、そのころはま
だ外国人旅行者が現在ほど多くなく、リーマン
ショックもあったため、低い評価額でした。す
ると、銀行から借り入れができる金額も少な
い。それで、「経営革新」を取りに行きまし
た。（注：中小企業庁が、経営革新に取り組む
中小企業を資金調達・税制・販路開拓等で支援
する制度で、経営革新計画の承認を取得する
と、助成金や補助金を獲得できる）。そのころ

は全国でも、サービス業で経営革新を取られた
ところは１社もなかったそうです。うちの場合
は、家族経営で、文人墨客が多く、祖父はそう
いう有名な方々とサシでお酒を飲んでいたよう
な人だったおかげで、神社仏閣に顔が利き、観
光客が入れないような所にも電話１本で入れて
もらえたりしました。そういうものを商品化し
たのです。有名な社寺に電話をして、「〇〇さ
んが伺うので」とお願いすると、ご住職が直々
に説明をしてくれるのです。お茶もふるまって
もらえますので、それが当たり、全国で初めて
サービス業で「経営革新」を取らせていただき
ました。おかげで、数億円をかけた全面改装が
できました。私どものような古い建物は専門の
大工さんが必要という事情もあって改装にとて
もお金がかかるのです。
この改装にあたっては、私が若いころ、カメ

ラマンをしていた時代のことがとても役に立ち
ました。当時のデザイナーやカメラマン仲間な
どが一流の仕事をしていて、そういう仲間を通
して、うちでしか見ることができないような家
具や調度品を調達でき、まるで展示室のように
なっています。
改装を機に、外国人客がかなり増え、一気に

売上が増えました。実は、この10年で売上は４
倍になりました。以前はよっぽど暇だったとい
うことです（笑）。売上は増えましたが、スタッ
フも増え、食材も高くなり、利益はトントンで
すが、掃除専門の方をお願いできるようにはな
りました（笑）。

 ▲ 座談会風景
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■事業承継、各社各様の課題と今後
の挑戦

司会  事業承継について、もう少し詳しくお聞
きしたいと思います。
加貫  私は５代目ですが、現場に入って一から
勉強しました。ゴムローラーは工程がたくさん
あり、それぞれの工程を入社から５、６年かけ
て全部経験しました。息子は大学卒業後、本人
の希望で、ある企業さんに採用されて仕事をし
ていました。その会社は大学就職部の紹介で、
試験を受けて入ったのですが、偶然にも、当社
の一番大きな売上のお客様だったのです。私は
神様の采配かもしれないと思いました。息子は
その会社に５年勤務し当社に入り、私の入社時
と同様、製造工程を全部、息子にも踏ませました。
そして、2015（平成27）年、社長交代を致しま
した。息子は製造のほか営業活動もしていまし
たので、400人ほどいる従業員のリーダーにな
れる、と見込んで決断しました。息子はいま44
歳、仕事が一番面白い時期かと思います。交代
してから３年間、私は代表権を持った取締役会
長でしたが、２年前に代取を取り、ただの会長
になりました。月に１度の役員会には出ます
が、ほとんど発言しません。気になる事はもち
ろん発言しますが、任せています。
古谷  私も５代目で、私の後をどうするかが課
題です。経営陣の承継もさることながら、工場
や営業、物流等の部門長クラスの後釜、後継者
の育成も問題だと思っています。さらに、工場
の職人が高齢化してきていまして、技能伝承も
まだまだ道半ばです。
昨今は求人難で、工場も物流倉庫もなかなか
採用が難しく、求人というところから課題であ
ると言えます。
書庫・ロッカーを作ることに興味があるから
と当社に入社してくれるという人は滅多におり
ません。金属加工業の会社は多いのですが、 
各社さんが悩んでおられるのは、「うちの製品
（例えばネジ、クギ）が好きで入社するとい 

うような若い人がいない」ということなので 
す（笑）。何をきっかけに、何を魅力に感じてこ
の会社に入ろうと思ってもらうか。その打ち出
しが非常に難しいテーマかもしれないと思って
います。
加貫  そうですね（笑）。ゴムローラーが好きだ
という人はまず、いません。ゴムが好きだとい
う人がいたとしても、それは特にタイヤメー
カーさんなどのブランドに魅かれているのだと
思います。ですから、私どもは求人活動のなか
では、「赤字を経験したことがない会社です」
というところをかなり前に出しています。
古谷  うちも財務面のことを打ち出すようにし
ていますが、それだけでは、なかなか魅力とし
て感じてもらえません。事業承継も求人も、課
題が山積みという気がしています。
加貫  書庫・ロッカーに興味があるという若い
人がいない、という先ほどのお話ですが、私ど
もでは年に４回社内報を出していまして、この
中に過去の歴史を書いています。会社に愛着心
を持ってもらい、「勤め続けたい」と思っても
らえたら、と社員教育のつもりで私も一生懸命
書いています。
井筒  私どもはフロントの女子社員がパートの
女性たちをまとめる役割をしています。社員と
しては５名で、パートさんは20～30人です。う
ちは客商売ですので、文化的なスキルを上げて
もらうために、いろいろ教えています。お茶や
お花を習いに行かせ、うちの若女将が師範です
ので、教室も開いています。おかげで、文化的
なことが好きな若い人が入社してくるのです
が、学んで、身につけたら、出て行ってしまう
という問題があります。自分のやりたいことを
見つけて次のステップに進んでしまうのです。
例えば、着物に興味を持った30歳の女子社員
は、人間国宝で草木染の先生のところへ弟子入
りしてしまいました。
キッチンで働き、私の二番手になるぐらい力

をつけた子は引き抜かれることが多々有りま
す。実際、一人はドバイに行き、ロンドンの
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「Nobu」（高級日本食レストラン）で料理長を
やっている者もいます。引き抜かれては、また
一から育てるという、いたちごっこで、私が主
軸になってキッチンにいないと維持ができない
ような状態です。辞めないで留まってくれてい
るのは、朝のパートのおばちゃんたちぐらいで
す（笑）。
「働き方改革」が言われていますが、うちは
旅館屋ですから、24時間営業です。私が出社す
るのは朝の５時。家に帰って行くのは午後11時
か12時。私以外の人間は１日８時間労働に、と
思っていますが、そうすると１つのポジション
に３人必要で、さらに週休２日で、となると私
が穴埋めするか、パートさんを雇うということ
になります。今日のお話を聞いていて、もっと
システムづくりをしていかなければならないな
と思いました。
承継についていえば、父が早く他界したた
め、何も聞いていません。私は３人子供がいま
すが、娘は歌手になる、と言っていますし、上
の息子がまだ８歳ですので、いま48歳の私が 
75歳ぐらいまでは生きるしかないと思っていま
す（笑）。
問題は建物です。去年の台風で塀が全部倒
れ、それを修繕するのに1500万円かかりまし
た。こういう台風が毎年のように来るのかと考
えたら、天保年間の建物では、今の環境変化に
は対応できません。地震も含め、いろいろ考え
なければなりません。
司会  最後に今後の新たな取り組みについて伺
います。
加貫  全然違う分野へは行けませんので、ゴム
ローラーの延長線の範囲の仕事、ということ
で、協力会社さんに任せていた鉄芯（納品が間
に合わない部分から）を自分たちで作ろうと
いったことがそれになります。
息子は「新たな創造」ということで、製造・
営業・技術・総務の社員全員が自分の職場、持
ち場で、古い思い込みを取り除いて、何か新し
いことが出来ないか考えるように促していま

す。製造ではラインの自動化といったこと、総
務ではデジタル化の導入といったことなど、人
口減のこれからも黒字を出していけるよう取り
組んでいかなければならないと思います。
古谷  ペーパーレス化の時代に書庫が必要か、
という大問題がありますので、従来の設備で、
何が作れて、どういった業界に入り込めるか、
模索検討しながら取り組んでいます。
加貫さんも言われていましたが、工場の自動

化、AIの導入など、人手がなくてもモノづく
りができる体制が必要になると私も思います。
営業についても、テレワークの導入など、今後
の時代に対応する必要があると思っています。
井筒  うちの場合は旅館ですから、お客様にお
越しいただかなければならないのですが、180
年かけて築いたブランドが邪魔をして、敷居が
高いと見られてしまっているところがありま
す。私自身は一晩中喋っていられるような
“しゃべり”なのに、ちょっと怖そうな人と思
われて、近寄ってきてくれません（笑）。どんど
ん来て下さい、というのが、いまの井筒安で、
私の時代からはお食事だけのお客様も取ってい
ますし、２、３ヵ月に１回イベントも開いてい
ます。表具作りや茶碗の金継ぎ、お茶、お花、
能、和菓子作りもやりました。宿泊・食事以外
のことでも来ていただき、来られた方にSNSで
発信していただくようなことで、旅館の紹介を
しています。家訓に「宣伝するな」があります
ので、先祖に叱られるかもしれませんが（笑）。
そのほかにも、もっと手軽にうちの料理を食
べていただけるように物販も始めています。花
見弁当やおせち、和風のバレンタインチョコレー
トなど、季節に応じたおいしいものの販売を手
がけています。京都です、老舗ですと言ってい
るような時代ではありませんので、ホームペー
ジなどにも写真をできるだけたくさん載せて、
お客様に知っていただくように努めています。
司会  本日は貴重なお話をまことにありがとう
ございました。
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Ⅰ．100年継続のエッセンス

「売り家と唐様で書く三代目」。初代が苦
心して財産を残しても、３代目にもなると
没落してついに家を売りに出すようになる
が、その売り家札の筆跡は唐様でしゃれて
いる。遊芸にふけって、商いの道をないが
しろにする人を皮肉った川柳である。社会
の変化が激しい時代、遊芸にふけっていな
くても、事業承継を繰り返しながら存続し
ていくことは難しい。
一方、帝国データバンクの調査では、
2019年における業歴100年以上の「長寿企
業」は、全国に約３万3000社、出現率は
2.27％。また、2016年対比では、4,287社増
と報告されている（2019/1/8）。まさに、
日本は、世界一の長寿企業大国である。
では、100年企業の企業継続のエッセン
スは、どのようなものであろうか。
「NHK特集：長寿企業大国日本（2007）」
で、100年企業600社のアンケートでは、
家訓・経営理念の遵守：86.3％
本業を守る　　　　　：79.1％
多角化に慎重　　　　：89.8％

と報告されている。従って、100年企業は、 
「家訓・経営理念」の遵守、「本業」の追求を
重視していると整理されている。

変化対応が
100年企業（長寿企業）

を創る
イーエムイーコンサルタンツ㈱ 
� 代表取締役　小野　知己

さらに、石油メジャーのロイヤル・ダッ
チ・シェルがおこなった研究では、長寿企
業の共通点を、
◦環境の変化に対して敏感である
◦ 強い結束力があり、企業組織全体の健康
状態を大切にする経営者の経営に委ねて
いる

◦ 連邦型の経営をおこなって、現場の人々
の判断を大切にしている

◦ 資金調達に保守的で、質素倹約を旨とする
と報告している（「企業生命力」Arie De Geus
著/日経BP社（2002年）堀出一郎（訳））。
しかし、100年企業をこのように類型化
して、評価して良いものだろうか。今一度、
個々の100年企業における継続特性を検討
してみる。

Ⅱ．�100年継続する企業の統治体制や�
事業承継に定石はない

羊羹の「とらや」は、室町時代後期の京
都で創業した長寿企業である。「とらや」
では、長寿企業の秘訣を「一子相伝」「日々
革新」という。また、創業が平安時代初期
と伝えられる鋳造技術の「傳来工房」では、
技能の一番優れた一番弟子が代々 ｢傳來 
（でんらい）｣ の銘を継承し、今に至ってい
る。さらに、大阪の船場では、のれんを残
すために、婿養子制度があり、いくら息子

＊本稿では、長寿企業を「100 年企業」と表現する
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がいても不適切だと判断したら、娘に養子
をとってリスクを回避してきた。
このように、個々の100年企業において
は、企業統治や事業承継の定石はないと考
えることが自然である。一方、ヒアリング
した多くの100年企業の経営者からは、「潰
れない会社創りをした結果、100年企業に
なる企業文化や仕組みができて、今に、 
至っている」という話が聞かれた。特に、
250年続く温泉旅館Ａ社の経営者は、「企業
は社会からの預かりもの、従って、健全な
状態で次の世代に引き渡さなければならな
い。そのために、時代に合わせて変わり続
けること、それが私の使命です」という。
100年継続する企業創りの要諦は、日々
の潰れない企業創りにある。そして、潰れ
ない企業を創り続けるために、100年企業
の経営者は、環境の変化に対して敏感、柔
軟な対応ができる経営をおこなってきたの
である。

Ⅲ．変化に対する思想

「環境の変化に対して敏感、柔軟な対応
ができる経営をおこなうこと」というのは
簡単であるが、対応の方向性を間違うと企
業は存続できない。たとえば、環境の変化
において、「顧客の要求と社員の欲求が相
反するとき」「社会の利益と自社の利益が
相反するとき」「会社の利益と社員の利益
が相反するとき」、100年企業の経営者は、
どのような判断をするのであろうか。建設
会社Ｂ社の経営者は、この質問に対して、
「経営理念との対話」と「客観的な評価」
という。経営理念との対話とは、「自分の
判断が経営理念に照らし合わせて正しいの
か、日々内省すること」であり、また、客
観的な評価とは、「経営者の一度の角度の

判断の狂いは、３年後、５年後には、取り
返しのつかない結果を生み出す、だから、
客観的な評価・諫言を聞くことが重要」だ
というのである。ここに、NHK特集のア
ンケートにある「家訓・経営理念」の順守、
「本業」の追求の姿勢が見て取れる。
また、100年企業では、要求と欲求の相
反や利益と利益の相反に対して、どちらか
を選択するという二律背反の判断ではな
く、一如［いちにょ］（異なるように見え
ても本質的に一つのものであるという仏教
用語）としての判断をしている。食品製造
業Ｃ社の経営者は、「顧客の要求と社員の
欲求とが相反しないように、顧客の無理な
要求をお断りしても、顧客からご注文が
入ってくる商品開発に、費用を投入してい
る」といい、容器製造業Ｄ社の経営者は、
「環境にやさしい容器を開発することが、
自社の使命であり、これからの成長の源泉
と考えている」という。経営者の言葉から
は、独自能力を創造するために、飽くなき
商品開発・技術開発・サービス開発の姿勢
がみられ、そこに、100年継続する企業の
強さの原点がある。

Ⅳ．変化に向けた会社の軸

100年企業には、変化に向けて判断する
「会社の軸」がある。では、どのような「会
社の軸」があるのだろうか。事例とともに
整理していく。

１．本業を深化・進化する軸
酒類業界は100年企業が多い業界であり、
多くの企業が酒類の発酵技術を活かして、
医薬品業界・化粧品業界へ進出している。
たとえば、清酒製造業のＥ社では、化粧品
事業をあらたな事業の柱にしている。一 
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方、数多くの清酒メーカーが、海外に販路
を広げており、海外で評価される清酒造り、
容器開発がおこなわれている。また、平安
時代より五十二代続く甲冑師のＦ社では、
甲冑から火箸、そして火箸風鈴へ、甲冑の
鍛錬技術を活かし、時代に適応した業態に
進化し続けている。

２．少しずつ常に変革する軸
多くの100年企業では、「変化が善、停滞
が悪」という企業文化が醸成されている。
あずきバーを販売する食品製造業Ｇ社は、
100年企業創りの要諦として、「日々革新」
を掲げている。「今日のあずきバーと明日
のあずきバーは違います。消費者は、この
日々の違いはわかりませんが、５年前のあ
ずきバーと食べ比べるとわかります」とい
う。さらに、５Ｓ活動等の改善活動を取り
入れている企業も多い。トロフィー・カッ
プを製造販売するＨ社では、長年、５Ｓ活
動を事業の変革の柱としてきた。その結果、
革新的な制度やシステムの導入をおこなっ
ても、「どのようにしたら対応できるか」
という思考・行動が定着している。

３．家訓・経営理念の解釈を進化させる軸
100年企業では、家訓・経営理念の解釈
を、外部環境の変化に合わせて、進化させ
ている。伝統産業の漆器製造業Ｉ社では、
「職人の技術・職人との信頼関係に基づく、
高品質な商品創り」を家訓としてきた。Ｉ
社を承継したＪ氏は、職人の技術・職人と
の信頼関係があるからこそ、西洋化した生
活スタイルに取り入れられる漆器創りが可
能であると考え、「漆器のある豊かな生活
を提供する」商品創りをおこなっている。
伝統的な漬物製造業Ｋ社は、漬物だからこ
そ、里の幸と海の幸とを融合した商品開発

ができると、江戸時代から守り続けてきた
漬物の解釈を進化させている。

４．人財を育成する軸
100年企業の経営者は、企業の変革を推
進する先頭に立っている。変革の先頭に立
つから、失敗もする。そして、失敗から学
び、あらたな変革に立ち向かう。失敗から
学ぶことの重要性を知っているから、社員
の失敗に寛容である一方、失敗から学ぶこ
とを強要する。食品製造業のＬ社では、挑
戦することを企業文化としており、挑戦 
したことに対して、社員が失敗しても、挑
戦したことを認める。その一方で、なぜ失
敗したのかを考えさせ、あらたな挑戦の後
押しをする。挑戦する企業文化が人財を育
てるのだ。

Ⅴ．事業承継による価値創造

企業は、順風満帆に成長し続けることは
ない。新しい価値を創造して成長を果たし
たとしても、外部環境の変化、内部環境の
変化によって、その価値は陳腐化して、成
長の踊り場を迎える。
私がインタビューした多くの100年企業
では、成長の踊り場を迎えるときに、事業
承継をおこない、あらたな価値を創造して、
さらなる成長を実現している。冒頭で、紹
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自分が存在するのは、過去の結果であり、
そのことを理解していることが良い事業承
継につながると考えている。今まで出会っ
た多くの100企業の後継者から、会社の歴
史を教えてもらってきた。歴史を大切にす
る姿勢にも、変化に対応する100年企業創
りの要諦がある。

 小野 知己 氏　ご略歴 
昭和53年神戸大学経済学部卒業。同年４月サ
ントリー株式会社に入社。各支店にて営業部
門を担当。昭和63年株式会社日本エル・シー・
エー入社、西日本指導部にて診断指導業務を
担当。平成２年株式会社布谷入社、経営企画室
にて中期経営計画策定、経営体質強化を実践。
平成６年小野経営開発研究所創設。平成13年
イーエムイーコンサルタンツ株式会社設立、代
表取締役就任。平成19年３月100年企業創り合
同会社設立、職務執行者就任。主に経営理念・
経営ビジョン構築、経営品質向上、企業文化
変革、事業承継プログラム構築支援他企業支
援をおこなう。著書に「100年企業創り～少し
ずつ常に変革～」（共著）（コントロール社）他。

介した「船場の婿養子」が良い例である。
一方、企業は、現在の経営者の価値観で、
組織が成り立っている。現在の組織におい
ては、息子であっても後継者はよそ者であ
る。そのことを理解している100年企業の
経営者は、後継者に対して、新規事業を任
せる、業績の悪い事業を任せる等の過酷な
試練を与える。後継者は、その試練を乗り
越えて、はじめて次の経営者として認めら
れる。そして、試練を乗り越える過程にお
いて、多くの失敗をして、失敗から学ぶ。
その体験が、挑戦する企業文化を引き継ぎ、
変化に向けた「会社の軸」を体得しながら、
あらたな価値を創造するのである。

Ⅵ．まとめ

私には、良い後継者と普通の後継者を判
断する視点がある。その視点は、「自分の
会社の歴史を語れるかどうか」である。今、

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 ＊

Busiest men find  
 the most time

第19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 ｝

「 忙
ぼう

 中
ちゅう

 閑
かん

 有
あり

 」
忙しい人ほどより多く時間を見つける。「忙しい」と予防線を
張っている人に仕事の出来る人はいない。能率のよい人に仕事
は集まるもの。「働き方改革」で余暇を生み出そう。
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講演録 協会創立60周年記念大会　記念講演より

夢見る力が　　
　　氣をつくる

九州旅客鉄道株式会社 代表取締役会長

  唐
から

池
いけ

　恒
こう

二
じ

 氏

出身は大阪府の泉佐野で、私が小さい頃泳い
でいたところに関西空港ができています。今日
は「夢見る力が気をつくる」と題してお話しし
ますが、中身は「逆境と夢は人と組織を強くす
る」という私自身が体験し、実感したことです。
JR九州は32年前、1987年に誕生しました。
当時の中曽根内閣が国鉄を解体、分割民営化し、
本州はJR東日本、JR東海、JR西日本の３社に、
北海道・四国・九州は「三島JR」という屈辱
的な呼び方をされ、JR九州は300億円の赤字を
抱え、まさに逆境の中での発足でした。
しかし、夢はありました。１つは九州新幹線
を走らせたいということ。新大阪から博多まで
の新幹線はJR西日本のものですから、博多駅
で毎日、新幹線を見ながら、「いつかは博多～
鹿児島間にJR九州の新幹線を走らせたい」と
いう叶わぬ夢を見ました。当時、新幹線の建設
は凍結。九州にも計画はあったのですが、建設
に着手しないという状況が10年ぐらい続いてい
ました。
２つ目の夢は「ななつ星」。これは私が社長
になった2009年から「世界一の列車をつくろう」
と唱えた夢です。
３つ目は、何とか株式上場を果たしたいとい
うこと。当時の監督官庁の運輸省、現在の国土
交通省のだれ一人としてJR九州が株式上場す
るなどと思っていませんでしたし、それどころ
か「JR九州はせいぜいもって５年か10年」と
言われていました。
我々の会社には「鉄道事業本部」と「事業開
発本部」がありますが、32年前の発足当時、

JR九州の事業はゼロでした。大赤字の鉄道事
業しかやっていなかった。「事業開発本部」は
鉄道以外の事業を一から勉強して、試行錯誤し
ながら進めていきました。「鉄道だけでは、こ
の会社はつぶれる」という危機感を全員が持っ
て、新しい事業に取り組んだのです。20数年経っ
たころには、駅ビルやホテル、マンション等が
でき、流通会社なども育っていました。「事業
開発本部」は毎年毎年、次の夢が出てくるので
す。「あそこを開発しよう」「どこそこに店を出
そう」。
一方、「鉄道事業本部」は唯一最大の夢が九

州新幹線。その夢が叶ったのが2011年３月、幸
運にも私は社長として立ち合うことができまし
た。その２年前に就任したのですが、この時点
では開業に向けて大わらわ。そんなとき、社長
に就任して１週間目に、鉄道事業本部の主だっ
た部長を集めて指示をしました。「新幹線の準
備、ご苦労さん。しかしながら、夢が実現する
ということは、夢がなくなるということだ。鉄
道事業の新しい夢をつくろうじゃないか。世界
一豪華な寝台列車をつくろう！」と言いました。
みんな嫌な顔をしていました（笑）。
私は、九州で世界一豪華な寝台列車を走らせ

ることが物理的・技術的に可能なのか、営業的・
経営的に成り立つのか、各部で検証してくれと
指示しました。１ヵ月後に各部からほとんど同
じトーンの答えが返ってきました。営業部、運
輸部、施設部、電気部、運行管理部の全員が「九
州内でこういった列車を走らせるには大変大き
な問題があります。解決すべき課題も山ほどあ
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ります」。私を脅かすのです。行
間には「やりたくありません」と
書いてある。部下があまりにも反
対するので、私は俄然、やりたく
なりました（笑）。
会社人間は面と向かって社長に
立てつくことはありませんが、運
輸部長の古宮という男は「社長、
いい加減にして下さいよ。我々は
九州新幹線の開業に向けて忙しい
んですから、こんな社長の道楽み
たいなこと、やめて下さい」と言っ
た。運輸部長が反対したら、この
列車を走らせることはできませ
ん。それで私は一計を案じ、１枚の紙切れを渡
してやりました。「明日からこのプロジェクト
チームのリーダーに任ずる」。彼は組織人間、
仕事人間ですから与えられた任務は100％の力
で推進します。昨日まで反対していたのに、リー
ダーに据えた途端、次々にいろいろな課題、問
題にブルドーザーのように突進して、解決して
いってくれたのです。この人事は、私の社長時
代、最高のヒットだったと思います。
古宮運輸部長は当時、役員ではなかったので
すが、いまや専務取締役です。これが悪しき前
例になりまして、当社では「社長に反対すると
出世する」という、私には嬉しくないことになっ
ています（笑）。JR九州は風通しがいいのです。
トップがひとこと言うと、みんなが黙り込んで
しまうという他社と違い、うちは自由な雰囲気
で堂々と社長に楯つくことができます。私はあ
んまり好きではない社風ですが（笑）。

■「世界一」�夢の力が生んだ��
「ななつ星」
九州に世界一の寝台列車を走らせる。その夢
の列車「ななつ星」が６年前の2013年10月運行
を開始しました。
「ななつ星」は火曜日と土曜日が出発で、火
曜日は３泊４日の旅、博多駅を出発して九州を
一周し、博多駅に戻って来ます。土曜日出発は
１泊２日、博多駅を出発し九州北部を一周、や

はり博多駅に帰って来ます。
2013年10月15日、３泊４日の旅の初日、私も

同行しました。私の客室はないのですが、沿線
で「ななつ星」を応援して下さっている方たち
を、14組28名のお客様と一緒に見ることができ
ました。一周する間にその数10万人は超えたと
思います。
ある駅では、普段20人ぐらいしか人がいない

のに、そのときは千人、２千人という方が集ま
りました。筑後川を渡るときには、私たちから
お願いしたわけではないのに、鉄橋の下から応
援しようと177名の地元の皆さんが河原に集
まって手を振って下さった。もっとたくさんの
人が希望されたそうですが、「ななつ星」に因
んで、177名で切ったということでした。鉄橋
を通過する時間はわずか７、８秒、鉄橋の100
メートル手前から手を振る。ただそれだけで、
177名の半数が涙され、泣かれた半数の方のそ
のまた半数の方は号泣された、と翌日の新聞に
出ていました。この理由はまた後ほど。
７両の客車にゲストルームは14室。１号車と

２号車はラウンジカーで、朝・昼・晩の食事を
していただき、ディナーが終わるとバータイム
です。ピアノとバイオリンの生演奏でカップル
のお客様がダンスを楽しまれたりしています。
お客様の90％以上が男女のカップル、ほかには
母と娘、奥様同士のお友達、たまにお一人の方
もいらっしゃいます。

 ▲ ななつ星（基山－弥生ヶ丘）
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全席抽選で、当選通知後、何回も私どものツ
アーデスクが電話でお客様とやり取りをしま
す。食べ物の好き嫌いやアレルギーの有無、記
念日などをお尋ねし、お客様からの質問もあり
ますので、１年～半年ぐらいの間に、10～20回、
電話でお話をします。そういうことも旅への期
待を膨らませます。
車両をデザインしたのは水

み

戸
と

岡
おか

鋭
えい

治
じ

さん。日
本の観光列車、おしゃれな列車の半分ぐらいは
水戸岡さんの作品です。そんな日本のトップレ
ベルのデザイナーの水戸岡さんですが、「先生、
世界一豪華な寝台列車をつくりましょう」と依
頼したときは、さすがに構えられました。いつ
もなら、すぐにデザインに着手されるのに、「な
なつ星」はデザインの構想を描き始めたのが数
ヵ月後。その間、猛烈な勉強をされていたので
す。世界には「オリエンタルエキスプレス」を
はじめ豪華な列車がある。それらに勝たないと
世界一とは言えません。裕福なお客様が満足す
るだけのサービス、そのためにはどんな施設が
必要なのか。例えば、料理。満足していただけ
る食事を提供するには、どんな設備が必要なの
か。そんなことを猛烈に勉強され、悩みに悩ん
で、完成する２ヵ月前からは現場に入り、職人
と一緒になって、この列車をつくっていました。
デザイナーの域を越えて、取り組んでくれまし
た。車両の職人もみんな燃えました。
「世界一の車両」と言った途端に、今まで培っ
てきた力を100％、120％出してやろうという気
持ちになった。これが夢の力なんですね。「世
界一」、「世界を相手に闘う」というのは夢があ
るのです。
20数年前、サッカーのＪリーグができたとき、
プロ野球の人気が陰りました。三浦知良選手は
じめ世界で戦っている選手がいて、サッカー
ファンの子供が一気に増えた。「世界を相手に�
闘っている」ということが子供たちに夢を与え
たのです。イチローがメジャーリーグに行って、
安打数で世界一になったら、子供たちが野球に
戻ってきた。
「世界一」という言葉には魔力があるのです。
水戸岡さんも、車両をつくる職人も、客室乗務

員（クルー）も、「世界一」という言葉に魅了
され、「自分をかけてみたい」と思い、それが
夢につながり、夢を実現させるという原動力に
なったのです。

■有田焼・14代柿右衛門の魂が�
全客室に
オリエントエクスプレスには何気なく置かれ

ている花瓶やさりげなく飾られている絵などに
素晴らしい物があって、列車の魂のような感じ
がします。水戸岡さんは「ななつ星」にも魂を、
と有田焼の柿右衛門窯を訪ね、人間国宝14代
目 酒井田柿右衛門さんに会い、熱弁を振るい
ました。「14代の作品をこの列車に飾らせて下
さい」。14代は黙って目を閉じて聞いておられ
ましたが、目をカッと開き、上体を乗り出し�
「わかりました。これは私が受けるべき仕事で
す」と言われ、「焼き物というのは使われない
と魂が宿らないのです。だから、使われるもの
をつくりましょう」とおっしゃって、翌日から
息子さんの浩さんと二人だけで、洗面鉢を14個、
予備の１個を含めて15個それも全部、図柄・�
形・デザインが異なるものをつくって下さった
のです。
後に知ったのですが、14代は末期がんが進行

していて、ご本人もわかっておられた。だから、
もしかしたら、この仕事が最後の技術継承にな
るかもしれないと思われたのか、息子さんと二
人だけで作業場に籠られ、それは厳しく、エネ
ルギッシュに息子さんを指導されていました。
NHKの番組で取り上げていたのですが、夕方、
仕事を終えて住まいに戻られるときは、完全に
病人で、足もともおぼつかない。しかし翌日、
作業場に入ると、またものすごくエネルギッ
シュに仕事をされる。その繰り返しで８ヵ月。
2013年６月、納品していただきました。そし�
て、１週間後、14代が亡くなられました。私た
ちは14代の魂をいただいたのです。出来ること
なら、あと４ヵ月ご存命でいていただき、走る
「ななつ星」の中で洗面鉢を見ていただきたかっ
た。今、浩さんが15代目を継ぎ、大活躍されて
います。



－�18�－ 2020. 新年号

■�「氣」�が�「感動」�のエネルギーに�
変わる
「ななつ星」の旅の最後、バイオリンの生演
奏のなか、４日間の旅のスライドショーを行い
ます。最初ははしゃぎながらご覧になっていた
お客様が号泣されるんです。クルーも泣きます。
６年経ちましたから、クルー全員が泣くわけで
はありませんが、やはり涙します。お客様は最
後だけではなく、旅の途中、感動の涙をこぼさ
れる機会が何回もあります。筑後川の河川敷で、
初めて見る「ななつ星」に手を振るだけで涙を
流された話をしましたが、ある証券会社の社長
さんが「一度見てみたい」と言われたので、博
多駅に停まっている「ななつ星」をたった５分
ご案内して、ホームから、居合わせた人たちと
一緒に見送っていただいたことがありますが、
出発する「ななつ星」に手を振りながら、その
証券会社の社長さんが泣かれた。ビジネス戦士
の証券会社の社長が５分間見ただけで涙する。
「ななつ星」とは一体、何なんだ？と思いました。
「氣」なんですね。目には見えませんが、誰
しもが持っている。広辞苑には「天地間を満た
し、宇宙を構成する基本」「生命の原動力とな
る勢い。活力の源」等と載っています。
「ななつ星」には水戸岡さんや14代、関わっ
た職人全員、客室乗務員、JR九州の全社員、
あるいは九州にお住いの皆さんの思いといった
ものが詰め込まれている。それらが「氣」とい

うもので、「ななつ星」には満
ち溢れている。だから、鉄橋の
下で手を振るだけで号泣され
る。証券会社の社長さんまで泣
かれる。
「氣」は中国思想からくるも
ので東洋人にはわかるのです
が、欧米の人にもわかります。
彼らは「エナジー」と表現しま
す。エナジーとはエネルギー、
エネルギーは変化します。熱エ
ネルギーが運動エネルギーに変
わり、電気エネルギーに変わり、

光エネルギーに変わるように「ななつ星」の「氣」
は「感動」というエネルギーに変わって伝わっ
ていくのではないかと思います。
商品というものは、思いと手間を込めて作り

あげると新しい価値を創り出す。それが感動�
のエネルギーに変わるのではないかと私は思い
ます。

■�「氣」�を高める方法、逆境も力に

「氣」を高めることが大事です。とくに集団
組織のなかで「氣」を高めるにはどうしたらい
いかとずっと考えてきました。私は32年間の
JRマン生活のうち７年間、飲食店経営に関わっ
ていました。飲食店をやっていると、「氣」が
よくわかります。「氣」が満ち溢れている店は
必ず繁盛します。
繁盛するための要素は何かというと、１つは

夢を見る力です。世界一と唱えるのか、地域で
一番になろうというのか、夢は関係するすべて
の人に「氣」を満ち溢れさせます。２つ目はき
びきびしたスピードのある動きです。３つ目は
明るく元気な声。お客様への挨拶も、従業員同
士のやりとりも、はっきりした明るい声でない
とダメです。４つ目はスキを見せない緊張感。
例えば、置きっ放しの段ボール箱はお客様にス
キを見せています。５つ目、よくなろう、よく
しようという貪欲さ。こういうこともまた集団
に「氣」を集めます。

▲ 協会創立60周年記念大会　記念講演
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 氏　ご略歴  
九州旅客鉄道株式会社 代表取締役会長。1953
年４月２日生まれ。1977年、京都大学法学部を
卒業後、旧日本国有鉄道（国鉄）入社。1987年、
国鉄分割民営化に伴い、JR九州の様々な事業
分野で活躍。「ゆふいんの森」や「指宿のたま
て箱」など11種類の観光列車を大ヒットさせ、
「列車を移動手段から観光資源に変えた」と評
される。1991年には博多～釜山（韓国）間に高
速船「ビートル」を就航させ、大幅な赤字を計
上していた外食産業を黒字に転換し、2009年、
同社代表取締役社長に就任。2011年、九州新幹
線全線開業、駅ビル型複合施設「JR博多シティ」
開設。2014年、同社代表取締役会長に就任。著
書「感動経営　世界一の豪華列車『ななつ星』
トップが明かす49の心得」（ダイヤモンド社刊）。

夢の話をしましたが、逆境も組織を強くしま
す。32年前、国鉄の解体後、JR各社には格差
ができました。本州のJR３社は最初から大き
な利益が出て、10年以内に３社とも上場しまし
た。JR九州は悪戦苦闘。22路線中21路線が赤字。
コスト削減をし、ありとあらゆる増収策に乗り
出し、それでも台風や豪雨に見舞われ、逆境は
続きました。しかし、逆境を乗り越えることで、
力がつきました。「逆境力」です。鉄道以外の
事業が一番成長したのはJR九州です。鉄道が
苦しかったからです。末端の社員まで危機感を
抱いて、「何とかしなければ」と思った。逆境だっ
たからこそ、みんなが頑張ったのです。今、全
売上に占める鉄道事業のシェアは34％。JR他
社は60％ぐらいです。鉄道が厳しいから、いろ
いろな事業を頑張ったのです。
鉄道も工夫を凝らしました。JR九州といえ
ば、観光列車やリゾート列車の域を越えた「デ
ザイン＆ストーリー（D＆S）列車」です。「ゆ
ふいんの森」はもうデビューから30年、未だに
満席です。ジャズのスタンダードナンバーから
取った「Ａ列車で行こう」、「指宿のたまて箱」
等々11本あり、このうち10本は私のネーミング
です（笑）。
JR九州は外食産業のほか農業もやっていま
して、農産物の評判も非常にいいです。
冒頭に申し上げた３つの夢はいずれも実現し
ました。九州新幹線は2011年３月、「ななつ星」
は2013年10月、株式上場は2016年10月。九州新
幹線は計画されてから実に40年、悲願の全線開
通は11年３月12日。その前日、東日本大震災が
起きました。九州各地で記念イベントや祝賀会
が予定され、各自治体は予算や人材を投入して
準備をしてきました。私は震災当日、翌日の出
発式やイベントでのスピーチを考えながら、社
長室に居たので、津波の速報をずっとテレビで
見ていました。そして、翌日の記念行事をすべ
て中止することを決断しました。周囲には「東
北で起きたことだから」「３年も前から準備し
てきたことなのに」と反対の声もありましたが、
「これは国難なんだ」と突っぱねました。翌日
になったら、被害の大きさをみんなが知って�

「社長の決断は正しかった」と言われました。
社長としての私の最大の決断はこれだったと思
います。
きびきびした動きが組織に「氣」を集めるとい
うことで、2010年から「行動訓練」を取り入れま
した。自衛隊や警察でやっているような「右向け、
右！」と一斉に行動する訓練ですが、近年は職場
対抗行動訓練コンクールみたいなこともしていて、
レベルが上がりました。成果は、安全確認動作に
如実に表れ、緊張感が漲って、安全をつくる上で
も非常に役立っています。
行動訓練が高じて、「JR九州櫻

おう

燕
えん

隊」を結成。
４年前、札幌の「YOSAKOIソーラン祭り」に殴
り込みをかけ、なんと初出場初優勝しました。翌年、
連続優勝などはありえないと思いつつ参加したと
ころ、２年目も優勝。「氣」のもたらした成果だと
私は思っています。
「氣」に満ち溢れた人は、勝利を手にすることが
できる。「氣」に満ち溢れた職場は、元気になる。「氣」
に満ち溢れた店は、繁盛する。「氣」に満ち溢れた
組織は、活力が漲

みなぎ

る。「氣」に満ち溢れた企業であ
れば業績が上がる。私がJR九州で言い続けてきた
ことです。本日はご清聴ありがとうございました。
（2019年９月19日協会創立60周年記念大会 記念講演より収録）� 
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■調査時期　2019年11月中旬～下旬
■回答企業　製 造 業　38社  64.4％

非製造業　21社  35.6％
全　　体　59社 100.0％

■調査時期　2019年11月中旬～下旬
■回答企業　製 造 業　38社  64.4％

非製造業　21社  35.6％
全　　体　59社 100.0％

売上高増収、経常利益増加 売上高増収、経常利益横ばい 売上高増収、経常利益減少
売上高横ばい、経常利益増加 売上高横ばい、経常利益横ばい 売上高横ばい、経常利益減少
売上高減少、経常利益増加 売上高減少、経常利益横ばい 売上高減少、経常利益減少

製造業 非製造業 全　体

2社 3.4％

6社
10.2％

合計
59社
100％

3社 5.1％
1社 1.7％

3社 5.1％

2社 3.4％

28社
47.5％

7社
11.9％

7社
11.9％

1社 2.6％ 1社 4.8％

1社 4.8％

合計
38社
100％

4社
10.5％

6社
15.8％

4社
10.5％

16社
42.1％

1社 4.8％

1社 4.8％

2社 5.3％
1社 2.6％

合計
21社
100％

3社
14.3％

2社
9.5％

12社
57.1％

1社 2.6％

3社
7.9％

協 会 独 自 調 査

2020年経営重点目標・方針

製造業 非製造業 全　体

売上高増収、経常利益増加 売上高増収、経常利益横ばい 売上高増収、経常利益減少
売上高横ばい、経常利益増加 売上高横ばい、経常利益横ばい 売上高横ばい、経常利益減少
売上高減少、経常利益増加 売上高減少、経常利益横ばい 売上高減少、経常利益減少

1社
2.6％

8社
21.1％

合計
38社
100％

合計
21社
100％

合計
59社
100％

3社 7.9％
3社 5.1％

1社
2.6％

1社
2.6％

1社
2.6％

13社
34.2％

4社
6.8％

3社
14.3％

6社
28.6％

2社
9.5％

4社
19.0％

12社
20.3％

19社
32.2％

11社
18.6％

8社
21.1％

2社
3.4％

1社
1.7％

2社 5.3％ 2社 3.4％

3社
14.3％

5社
8.5％

1社 4.8％

2社
9.5％

米中貿易摩擦などグローバル市場の停滞、国内では消費増税の影響により減速感が出ている企業が増えてきた。アン
ケートで見ると、2018年度の業績は、増収増益が約半数を占めているが、2019年度の業績見込みでは増収増益が 
約32％、売上げ利益共に横ばい、売上げ利益共に減少が増加。2020年度の採用は厳しい状況が続いており、大卒で 
約36％の企業は目標人数に届かなかったと回答。SDGsについては、少しずつ理解が深まっている。事業承継では 
約29％の企業が後継者育成を行っているが、当分選定しない企業も29％である。変化対応では現在の事業に注力して
いる企業が半数を占めている。2020年度の重点課題は、新製品開発、新規開拓、新規事業分野の開拓、売上げや利益
の拡大と続く。AIやIoT、ロボットの活用、RPAの導入等新しい技術への対応が中期ビジョンに掲げられており、中
小企業にとって、これから将来に向けて重要な経営課題は目まぐるしく変化して行くことが予想される。

	 	2018年度、2019年度の業績及び2020年度の見通しについて		

2018年度の業績

2019年度の業績（見込みも含む）



－ 21 － 2020. 新年号

製造業
重点課題 解決のための施策

● 海外エリアでの売上拡
大

● 重点市場の取り組み強
化（５G関連）

● 新規事業への継続的取
り組み

● 重点取り組み事項への
経営資源の積極投入

● 言葉の壁の克服（英語）
● 新商品開発

● 売上アップ
● 新規顧客開拓
● 新事業スタート

● アウトソーシングの活用
● 営業マンパワーアップ

● 人材確保
● 収益性向上

● 採用方法の見直し
● 新市場の開拓

● CASEに対応した部品
の受注

● 不採算部品の対応

● 高精度、適正価格に対
応できる技術力を向上

● 打ち切り、或いは価格
見直しを顧客に要請

● 新規分野商品開発 ● 新規設備の導入

重点課題 解決のための施策
● 生産性の向上
● 作業負荷の低減

● 製造現場の機械化・治
具化投資

● RPA導入による業務負
荷の低減

● 市場変化に対応した販
売方法・販売先の開拓

● 強い開発型メーカー体
質への回帰

● 中長期技術開発

● ミスのない業務推進
● 課題の原因究明と対策
立案

● 現状通りの経営をする ● 設備投資と売上増
● 配送センターの建設

● 新製品のpromote ● 新製品の工場での研修
会

● 製品倉庫の拡充
● メンテナンス要員の育
成

2020年度の重点課題と、その解決に向けた具体的な施策（複数回答）
	 	2020年度の重点課題・施策・長期展望について		

2020年度の見通し
自社の業績：売上

000 01000

自社の業績：利益

000 01000

業界の見通し 市場動向

000 01000 000 01000

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
38社

全　体
59 社

非製造業
21 社

9社
23.7％
9社

23.7％
23社
60.5％

6社
15.8％

7社
33.3％
7社

33.3％
8社

38.1％
6社

28.6％

16社
27.1％
16社

27.1％
31社
52.5％

11社
28.9％
11社
28.9％

18社
47.4％

9社
23.7％

4社
19.0％
4社

19.0％

1社 4.8％1社 4.8％
8社

38.1％

15社
25.4％
15社
25.4％

26社
44.1％

8社
38.1％

17社
28.8％

12社
20.3％

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
38社

全　体
59 社

非製造業
21 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
38社

全　体
59 社

非製造業
21 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
38社

全　体
59 社

非製造業
21 社

売上増 売上横ばい 売上低下 売上増 売上横ばい 売上低下 回答なし

好調
回答なし

変わらない あまり良くない 明るく活況感がある
少しどんよりしてきた その他 回答なし

それほど変化はない

1社 1.7％1社 1.7％

2社 3.4％2社 3.4％ 2社 3.4％2社 3.4％

2社 5.3％2社 5.3％

17社
44.7％

17社
44.7％

15社
71.4％

32社
54.2％

6社
28.6％

23社
39.0％

2社 5.3％2社 5.3％

2社 3.4％2社 3.4％ 2社 3.4％2社 3.4％

2社 5.3％2社 5.3％

12社
31.6％

21社
55.3％

10社
47.6％

31社
52.5％

11社
52.4％

23社
39.0％

1社 2.6％1社 2.6％

1社 1.7％1社 1.7％

2社 5.3％2社 5.3％



－ 22 －  2020. 新年号

重点課題 解決のための施策
● 新規製品の生産利益up
● 新規製品の売上拡大

● 発売前の製造検討

● 新生産設備の充実
● 若手の能力不足

● 工場建設
● 新人、管理職の研修

● 働き方改革の実行
● 2020年禁煙宣言
● 移動ラックは三進

● 生産性向上、業務・営
業効率UP、残業短縮、
年間休日110から115日
へ増やす

● ニコチンパッド全額補
助で禁煙サポート

● システム提案力の向上
● 企業ブランドの向上
● メーカー地位確立
● グローバル展開

● 自社製品のリリース
● 広告媒体活用
● 外国人採用

● 生産性向上・業務の効
率化・価格の適正化に
よる利益増加

● 売上拡大に向けた新市
場開拓

● 再発防止・人材育成・
技術の蓄積等、将来の
利益の備え

● 作業業務の定期的な見
直し・利益率の低い商
品の洗い出しと価格交
渉

● 社長中心で外部顧問を
巻き込んだ商品・市場
開拓

● 各種規定、ルールの整
備

● 新製品開発 ● 人材育成
● 販売戦略と戦術の見直
し

● 物流体制の見直し
● 働き方改革の完全実施

● 流通３段階の垣根を越
えた取引の増加

● 直接取引に対応できる
人員、機器の導入

● 改革推進会議の実施
● 設備更新
● 人材確保
● 働き方改革の推進
● 設備のバージョンアップ
● 新規顧客開拓による売
上高向上

● システム化による事務
の効率アップ

● 設備の不具合箇所の調
査と修理

● 営業マンの育成と顧客
満足度の向上

● 新規航空機業界への参
入

● 生産管理体制の整備
● 既存業界の受注拡大

● 航空機業界拡大の為の
設備・人財の増強、整備

● 新生産管理システムの
立上げ・運営

● 生産体制・受注体制強
化の為の人財育成

● 新規事業拡大
● 更なるグローバル化
● 品質力強化

● 専門技術者の育成
● 外国人を含む人材交流
● 基礎技術部門の新設

● 売上が伸びない中での
利益確保

● 経費節約
● ロボットなどには投資
する

重点課題 解決のための施策
● 人材育成
● 原価低減

● 外部人材採用
● 工程見直し

● 利益重視 ● 取引先との交渉力アッ
プ

● エネルギー
● 人材
● 技術継承

● 新規設備投資
● 人材採用
● 技術開発

● 生産性向上
● 売上拡大に向けた商品
開発

● 売上拡大に向けた新分
野事業開拓

● AI、IT等の先進的技
術の活用

● 物まねではなく、日本
一・日本初の開発

● さらなるグローバル対応
● ライフサイエンス等、
成長分野の強靭化

● 大型イベントへの積極
参加

● 社内外ネットワークの
積み上げ

● 新規顧客開拓
● ロボット活用による自
動化推進

● 研究開発テーマのビジ
ネス化

● 各展示会の活用
● 社員のロボット技能習
得のための外部研修

● 展示会、メディアによる
PRと営業プレゼンの推
進

● 売上・利益拡大
● 新事業立上げ
● 人件費削減

● 新規受注獲得の為、展
示会出展

● 設備投資（自動化・機
械化）

● 既存顧客に対して、しっ
かりお手伝いをする

● M&Aした会社の改善
● 新規顧客開拓

● きめ細かなサービスが
出来るように

● 社員教育と意識改革
● 会社全体＆業績の見え
る化

● 売上拡大
● 新規事業の計画

● 情報収集

● 新規インバータ開発、
販売

● 営業資料づくり（動画
等の活用検討）

● 海外市場開拓
● 新製品開拓
● 人材育成

● 研修参加
● 海外販売会社強化

● 人材育成
● 人材確保
● 労働条件見直し

● 座学の実施

● 世代交代
● 品質向上
● 労働生産性UP

● 若手の採用、教育
● ＩＴ化
● 設備投資

● 検討中 ● 検討中



－ 23 － 2020. 新年号

製造業
	●	グローバル化
	●	新規事業開発
	●	RPA導入
	●	デジタル化を進める
	●	自動化の推進
	●	社内のあらゆる技術力を向上
させる

	●	人手不足の解消
	●	事業のデジタル化を図り、取
引連携を強化する

	●	生産設備の自動化・省人化を
図り、労働生産性向上

	●	新技術開発
	●	製造自動化の推進

 
 

 
 

 
 

 

	●	現状通りの経営をする
	●	生産の自動化
	●	業務効率化
	●	AI、IoTの時代に対応する
	●	売上300億円、2040年長期目標
	●	グローバル企業
	●	ＩＴ活用
	●	売上、商品開発、仕入等にお
いて利益を捻出できる体制の
確立
	●	人件費対策として作業効率向
上の徹底
	●	設備更新
	●	人材確保
	●	安全・品質・効率の更なるバー

 
 
 

 
 
 

 
 

ジョンアップ
	●	売上高100億円への挑戦
	●	航空機業界への安定した継続
供給
	●	マネジメントシステムの的確
な運用
	●	新規事業の拡大
	●	更なる国際化
	●	経費節約
	●	ロボットなどには投資する
	●	工程の合理化
	●	新規開拓
	●	人材確保
	●	生産性向上
	●	人的資源の確保・育成

 
 

 
 
 

 
 

 

自社の中長期のビジョンまたは目標（複数回答）

重点課題 解決のための施策
● 売上拡大に向けた新規
顧客の獲得

● 売上拡大に向けた新規
仕入先の開発

● 売上拡大に向けた新規
商品の開発

● 新組織（新規開発室）の
立ち上げ

● 新規開発室の部門長を
社外より招請

● 新規顧客開拓 ● 営業マンの育成
● 物流機能の強化（即納
体制の強化）

● 人員配置や配送便の適
正化

● 情報システムの強化

● 最新のマテハン機器の
導入

● 組織再編、支店の統廃
合、自車便の増便

● 見積自動化等、基幹シ
ステムへの投資

● 人材確保 ● 若手社員増員
● 新規顧客開拓
● 既存取引先との取引深
耕

● 若手社員の育成および
レベルアップ

● シニア社員の活用
● エンジニアリング事業
の加速

● FA機器販売へ注力

● 若手の育成

● 新規顧客開拓
● 新製品の発掘
● 人材育成

● 販売体制の変更
● Web戦略強化
● 人材教育

● 国内外の新拠点増設に
よる顧客獲得

● 営業・製造・品質他、
成長課題のクリア

● 年商500億円/2021年、
1,000億円/2029年 達成

● 新拠点増設への調査
● 各プロジェクトにて課
題を達成する

● ３年ごとの目標を立て
課題をクリアする計画

● 海外展開
● 関東方面への販路拡大
● 業務効率up

● 人材育成
● 拠点開発
● システム改造

非製造業

重点課題 解決のための施策
● 国内事業の基盤強化
● 海外売上の拡大
● 技術継承

● 国内流通網の整備
● 海外拠点の拡充
● 人材育成

● 社員の高齢化 ● 新卒・中途採用などの
若手育成

● 展示会への出展
● コンピュータシステム
への投資

● 展示会への出展（新規
開拓）

● プロジェクトによる検討
● 海外販促強化
● 新商品開発

● 海外営業組織の充実
● 新商品開発への積極投
資

● 医・美容分野への商権
拡大

● 各種関係先（協力会社）
との連携up

● 売上げ拡充に向け、新
規顧客の獲得

● 収益率の向上

● 市場開拓力に長けた人
材の発掘と拡充

● 月次単位での収益性を
チェックし行動へ移す
（P-D-C-A）

● 100億企業の継続
● 民需拡大

● 営業マンの育成
● 新規顧客の開拓
● 営業の増強

● インバウンド
● 女性
● ミレニアル

● Natural
● Organic
● Smart

● 売上拡大、顧客開拓 ● 人材育成
● 貸室の空きが出ないよ
うにテナントとのコミュ
ニケーションをよくする

● 実際には決め手に欠け
る



－ 24 －  2020. 新年号

� 業態
項目

全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

実施している 23社 39.0％ 15社 39.5％ 8社 38.1%
実施していないが
来年度予定している 3社 5.1％ 3社 7.9％ 0社 0.0%

実施する予定がない 31社 52.5％ 19社 50.0％ 12社 57.1%

回答なし 2社 3.4％ 1社 2.6％ 1社 4.8%

� 業態
項目

全　　体
22社

製 造 業
16社

非製造業
6社

採用に結びついている 10社 45.5％ 9社 56.2％ 1社 16.7%

採用に結びついてない 12社 54.5％ 7社 43.8％ 5社 83.3%

� 業態
項目

全　　体
10社

製 造 業
9社

非製造業
1社

採用人数の10％以上 3社 30.0％ 3社 33.3％ 0社 0.0%

採用人数の10％以下 4社 40.0％ 2社 22.2％ 1社 100%
� 業態
項目

全　　体
23社

製 造 業
15社

非製造業
8社

１日 6社 26.1％ 5社 33.3％ 1社 12.5%

２～３日 6社 26.1％ 4社 26.7％ 2社 25.0%

４～５日 4社 17.4％ 2社 13.3％ 3社 37.5%

１週間以上 8社 34.8％ 7社 46.7％ 2社 25.0%

※１社で複数の日程プログラムを実施の場合あり

人　　数 全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

0人 16 12 4
1～5人 28 18 10
6～10人 5 2 3
11～20人 4 3 1
51人 1 1 0
80人 1 0 1
記入なし 4 2 2

具体的な人数を記載いただいた企業について、大卒の充足状
況は「目標通りの人数を確保」が全体で35.6％、「目標に届か
なかった」は35.6％。その他「採用を継続中」の企業もあった。

人　　数 全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

0 人 20 11 9

1 ～ 5 人 13 10 3

6 ～ 10 人 4 4 0

11 ～ 20 人 2 2 0

31 人 1 0 1

記入なし 19 11 8

具体的な人数を記載いただいた企業について、高卒の充足状
況は「目標通りの人数を確保」が全体で22.0％、「目標に届か
なかった」は18.6％であった。

	 	2020年度、2021年度の採用について		

大卒採用目標数 高卒採用目標数
2020年３月新卒採用

	●	SDGsへの対応と製品への反映
	●	AI、IoT化への比率拡大
	●	自動車電装部品以外の業界へ
の参入

	●	第２工場（国内）の建設着工
	●	より精密な分野へ参入
	●	自動化・機械化
	●	改革と挑戦を行い、チャンス
をつかむ

	●	印刷物を中心としたサービ
ス・情報の提供

	●	 2020年 JIMTOF（日本国際
工作機械見本市）の場でIoT
活用を如何に魅せるか

	●	海外販売シェアー拡大
	●	納期遅延の解消
	●	地域密着
	●	国内での生き残り
	●	残存者利益を狙う

 
 

 
 

 
 
 
 

	●	モノづくりのプロに応え、モ
ノづくりの愉しさを育む

▼非製造業
	●	ワールドワイドに事業展開す
る会社
	●	老朽化しつつある固定資産へ
の設備投資
	●	中堅優良企業
	●	売上/利益の拡大
	●	海外拠点、代理店の整備
	●	新人育成に始まる人材育成
	●	評価制度の見直し
	●	人材、人員の確保・拡充
	●	 100億企業の継続
	●	民需拡大
	●	グローバル化
	●	デジタル化
	●	業務の自動化

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

実施の有無 採用に結びついているかどうか
（実施していると回答された企業）

「採用に結びついている」場合、新卒採用数に占める割合

実施している場合の期間

インターンシップの実施状況

	●	創業100周年（７年後）に向け
ての着実な足固め
	●	個人の成長＝組織の成長＝会
社の成長
	●	人手不足の解消
	●	AIの導入
	●	在庫アイテム数50万アイテム
	●	売上高3,000億円
	●	人手不足の解消
	●	グループ会社の統合力強化
	●	体質強化（イノベーション）
	●	年商500億円、1,000億円に必
要な人材確保

●	 新規業界参入、自社ブランド
製品の開発
	●	自動化
	●	社内ビジョン共有
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SDGs 事業承継型M＆Aについて�

事業承継について� ※複数回答

変化対応について� ※複数回答

（Sustainable	Development	Goals＝持続可能な開発目標）
について	 ＊複数回答

	 	持続可能な経営について		

見�込�人�数 全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

0人 10 8 2

1～5人 32 22 10

6～10人 3 1 2

11～20人 3 2 1

21～50人 1 1 0

51～100人 1 0 1

その他 3 1 2

記入なし 6 3 3

その他：数人、未定

見�込�人�数 全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

0人 9 7 2

1～5人 20 12 8

6～10人 4 3 1

11～20人 0 0 0

21～50人 0 0 0

51～100人 0 0 0

その他 5 2 3

記入なし 21 14 7

その他：数人、未定、随時採用

見�込�人�数 全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

0人 14 9 5

1～5人 17 11 6

6～10人 2 2 0

11～20人 3 2 1

21～50人 0 0 0

51～100人 0 0 0

その他 2 1 1

記入なし 21 13 8

その他：未定

見�込�人�数 全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

0人 16 13 3

1～5人 14 11 3

6～10人 0 0 0

11～20人 1 0 1

21～50人 0 0 0

51～100人 0 0 0

その他 3 1 2

記入なし 25 13 12

その他：未定

2021年３月採用
大卒

中途

高卒

外国人（留学生含む）

� 業態
項目

全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

理解している 22社 37.3％ 13社 34.2％ 9社 42.9％

経営テーマとして
取り組もうとしている 14社 23.7％ 10社 26.3％ 4社 19.0％

経営に取り込み
実践している 5社 8.5％ 3社 7.9％ 2社 9.5％

言葉は聞くが
あまり理解していない 15社 25.4％ 10社 26.3％ 5社 23.8％

無回答 5社 8.5％ 3社 7.9％ 2社 9.5％

� 業態
項目

全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

後継者が不在である 1社 1.7％ 1社 2.6％ 0社 0.0％

後継者が不在なので
M&Aを考えている 2社 3.4％ 1社 2.6％ 1社 4.8％

事業の縮小を
考えている 0社 0.0％ 0社 0.0％ 0社 0.0％

� 業態
項目

全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

現在の事業継続に
力を入れている 33社 55.9％ 18社 47.4％ 15社 71.4％

常に新規事業及び
新商品の比率を高めている 17社 28.8％ 12社 31.6％ 5社 23.8％

企業ビジョンを見直し
変化に敏速に対応している 18社 30.5％ 13社 34.2％ 5社 23.8％� 業態

項目
全　　体
59社

製 造 業
38社

非製造業
21社

後継者を育成している 17社 28.8％ 11社 28.9％ 6社 28.6％

数年前に承継を行った 9社 15.3％ 6社 15.8％ 3社 14.3％

数年後に承継を行う
予定である 14社 23.7％ 12社 31.6％ 2社 9.5％

後継者に創業者の親族で
はなく社員を考えている 2社 3.4％ 0社 0.0％ 2社 9.5％

当分、承継を行う
予定はない 17社 28.8％ 9社 23.7％ 8社 38.1％
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連載５回目となる本号におきましても、前号に引き続き「M＆Aを成功させるためのポイント」に
フォーカスしてお話させていただきます。中小企業におけるM＆Aの特徴をふまえつつ、その成功の
ために特に重要と思われるポイントを、前号の「譲渡側」の視点に続き、本号におきましては「買収
側」の視点で述べます。

Q9 この度、同業の会社を経営する知人から打診を受けて、その会社を買収（M＆A）する運
びとなりました。今後、知人と交渉・調整を進める上で、M＆Aの成功（成約）に向けて

注意すべき点を教えてください。
私の経験に照らして、次の（1）～（3）の点が特に重要と感じております。いずれも成功に向けた必要
条件とご理解ください。
（1）譲渡側の心情への配慮

中小企業は、その多くが経営者＝株主であり、且つ、創業者またはその親族であることが殆どで
す。したがって、当然に、長年苦楽を共にしてきた会社に強い思い入れを持っていることが多いも
のです。そうした譲渡側の想いや歴史に配慮することがなければ、交渉をうまく運ぶことはできま
せん。また、中小企業では事業のノウハウや取引関係が経営者個人に依存している度合いが強い傾
向があるため、譲渡人と良好な信頼関係を構築できなければ、事業の円滑な承継がままなりません。
M＆Aは投資であり、経済的判断において心情的な要素に流され過ぎてはいけませんが、信頼関係
を構築し、M&Aの効果を最大限発揮するためには、交渉や調整に際して譲渡人の心情に配慮する
ことが重要になります。

（2）事業の本質を見る
M＆Aは「事業の有機的一体を取得する」ことです。技術や販路、人材を一挙に取得することが
でき、且つ既存の経営資源との相乗効果を発揮できれば、短期間に掛け算で成長を果たすことが可
能になります。そのためには、対象となる「事業」の状況を理解し、それを統合後にどう展開して
いくのかを綿密に計画する必要があります。しかし、検討が進むと、数字面のみに目が行きがちな
企業が多いのが実態です。細かい費用の中身に固執するなど、言わば粗探しに終始してしまうので
す。そうした近視眼的な企業は、M&A実行後、思ったように業績を伸ばせない傾向があります。
勿論、細かい調査も必要ではありますが、「木を見て森を見ず」といった状態に陥らないことが重
要です。

（3）人材流出を防ぐ
事業は結局、人材あってのものです。M＆Aの実行自体は成就しても、それが引き金になって従
業員が退職するなどの事態が生じると、買収後の事業は難航する可能性が高まります。人材流出は
絶対に避けねばならない最重要事項のひとつです。これを防ぐ方法としては、端的に給与水準を引
き上げるなどの対応も効果はありますが、中長期的な信頼関係を築くためには、個々の従業員と対
話を重ねることが欠かせません。特にM&A実行から間もない時期は、対象企業の従業員は大きな
不安とストレスを抱えています。買収側はダイナミックな効果を短期的に求めがちですが、M＆A
を成功させる企業ほど、信頼関係構築のための対話に十分な時間と労力を投じる傾向があります。

中小企業のＭ&A
� �についてのFAQ

第５回

㈱オンデック　シニアコンサルタント　中井裕介
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私の七転八起

昭和の半ばに、父が数人で事務用品、印刷
業として創業した「㈱紙久商事」からのバト
ンを受け、昭和終盤に「㈱カミヒサ」と名前
を変えて、市場も大阪船場地区から、東京首
都圏地区までと、合わせて65年、何とか続
けさせてもらうことが出来ました。

私は、主に昭和終盤から平成時代30年を
担当し、小さいながら、この間、業務内容も、
法人、団体向けに、オフィスを中心に内装工
事と電気通信工事を統合したオフィスデザイ
ンと施工を行う業態に変化しました。

顧客の人財が働く環境の進化と共に、その
成長を支えることを目的に、快適で機能的な
オフィスの設計でITネットワークを駆使し
た技術環境を織り込んで、顧客の事業発展に
向けた長期的計画に沿った事業基盤作りを担
当させて頂くという、長いお付き合い型の事
業内容に変化してきました。

ここに至るまでの間、様々な経済環境の変
化に揺さぶられ、バブル崩壊、リーマンショッ
クを経て、多品種少量・サービスの多様化を
ベースにITを駆使した統合型経営へと、顧
客企業の環境も激変し、生き残りに必死の時
期を経験して来ました。

また、ネット通販などの猛烈な風の中、辛
い苦しい減量経営を経験しつつ、今まで欲
張って両手いっぱいになった「親切な物売り」
形態から、先ず捨てることから始め、空いた
手で新しい付加サービスやチャンスを掴むた
めに、まずは、「捨てる勇気」を実践しました。

これからの令和の時代は、一層少子化が進
み、経済の基盤となる人口（数）の減少とい
う厳しいステージが始まりますが、その環境
の中でも新たにAI技術等を取り入れた全く
新しい働き方や価値観の経営環境が始まる、
という楽しい将来も期待が出来ます。

従って、今こそ、令和の時代を走る新しい
手（経営ランナー）へのバトンタッチが、新
しいチャンスへと繋がると信じて、丁度、繫
ぐためのバトンを渡したところです。

その時代ごとに様々な苦難は当然存在しま
すが、それこそが貴重な経験ですので、人の
２倍働いて３倍考えたら、今まで何とか65
年続けてきた社会とのご縁が、次の30年の
ご縁に繋がっていくのだ、との思いを伝えて
おります。

経済環境は、これからも好・不況の波にの
まれますし、自然環境も大規模災害が避けら
れない状況が訪れますが、必ずその中でも強
く生き残る企業が存在します。

私の今までの約30年間は、その様な生き
残り企業との出会いに、本当に助けられま 
した。

ご縁はどこに転がっているか分かりません
が、懸命にバトンを繫いでいるうちに、更に
ご縁も繋がって来るんだということが分か
り、残る人生、これからもバトンを繋ぐこと
に、初めての新しい役割を見出していきたい
と思っています。

第29回

継続（バトンを繫ぐ）こそ、
チャンスへの出発点
� ㈱カミヒサ 取締役相談役 久岡敏博
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参加資格

募集人員

参加費用

開催場所

開催時間

開催期間

お問い合わせ先

一般社団法人 大阪府経営合理化協会

経営二世塾事務局：大西（ ： ）

： ：

経営二世塾（第 期）塾生募集のご案内

２０２０年４月開講

●中堅・中小企業の経営後継予定者

●年齢は原則として 才から 才まで

● 名（定員になり次第締め切ります）

●当協会会員：年間 万円（半年ごとに 万円を計４回ご請求します）

会員外：年間 万円（半年ごとに 8万円を計４回ご請求します）

※参加費用とは別に、お申込み時入会金として別途１万円を申し受けます

※１泊セミナー等交通費・宿泊費は別途ご負担願います

※上記価格は全て消費税別となります

● 年 月より 年３月までの 年間で計 回実施します

※塾生の皆様のスケジュールを毎回事前に確認し、開催日を決定します

●講義は、原則堺筋本町近隣の会議室で行います

●経営者の体験談は、原則として会社見学を兼ねて現地で行います

●講義は原則として午後６時から午後８時までの２時間程度です

●会社見学の時間は、見学先企業様との調整の上決定いたします

※研修終了後、意見交換会を兼ねた夕食を毎回ご用意します

経営二世塾では、１９８０年の開講以来４０年にわたり２００名以上の卒業生を輩出しており、

卒業生はＯＢ会（ＫＮ会）を結成し、永年にわたって親交を深めると同時に、異業種交流・情報

交換の場として活用しておられます。

■開催要項■

充実した研修内容、他に類のない圧倒的研修回数（２年間・計 回）、

４０年の経験に基づく運営ノウハウにより、

経営全般に対する専門知識の修得

後継経営者としての使命感の醸成、人格の成長

かけがえのない人脈の形成

を実現します！
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私は、正直言って自分から進んで経営二世塾に参加したのではなく、当時の社長
である父からの命令により参加したというのが実情でした。しかしながら、参加す
る中で異業種の方々と知り合いになり、仲良くなることで、社内では聞けない事や
相談できない事が相談でき、あまり気を遣うことなく、本音で語り合えたことが大
変良かったと思っています。社長に昔から仕えて会社を引っ張ってきた番頭さん達
とのかかわり方や、社員さん達との接触の仕方等、悩んでいたことを素直に話をす
ることができ、様々なヒントが得られました。
経営二世塾で一番印象に残っているのは、一泊二日で学んだMG研修です。MG研
修では、参加者一人一人が製造業の社長になり、機械購入・社員採用・材料仕入・製造・販売をし、付加
価値を稼ぎ、最終利益を出すように努力をするという経営の疑似体験をするのですが、当時経験した時は
上手く出来なくて非常に苦労しました。私は経理の経験が無かったので、特に決算処理に手間取りましたが、
経営数値の意味合いが少し理解でき、多くの気づきを得ることができました。会社に戻ってからは、早速
この研修での気づきを活かし、従来以上に研究開発・社員教育・広告宣伝に力を入れました。そして、こ
れまで使っていた利益計画書のフォームを、ＭＧ研修で学んだ戦略経営のフォームに変更し、経営判断が
し易い物にしました。これらの考え方は、現在の経営計画にも活用しており、効果が出ていると考えています。
卒業後は、今も同期の方々と食事をしながら近況報告をしあうなど、楽しい時間を持っています。先日

も、久しぶりに海外旅行に行こうという話が出ていました。もう私も含めて次の世代への引き継ぎが迫っ
ていますが、これからも楽しく有意義な付き合いを続けていきたいと思っています。

私が経営二世塾へお世話になったきっかけは、株式会社ダイロックの箕村社長様
（経営二世塾２期生）からのご紹介でした。当時、私はねじ関連の組合での勉強会と、
商工会議所や金融機関のスポット研修会などに参加していました。今思えば、「経
営二世塾は、十分お値打ちであった」と胸を張って言えますが、それまで参加して
いた勉強会やスポット研修に比べると、「２年間の研修予算が少し高いのではない
か？」と思ったこともあり、父に相談しました。すると、父は気持ちよく送り出し
てくれたことを今でもよく覚えています。
さて、私の入った12期は、９名のメンバーでスタートし、２年間の研修を共にさ

せていただきました。一つ一つの細かい研修内容は、あまり覚えていません（企画いただいた方々には大
変申し訳ないことです！）が、宿泊付きの研修の夕食や、研修後の懇親会は、私が最もはしゃぐ時間であ
り、羽目を外して飲みすぎて、翌日会社のトイレで苦しんだことは、良い思い出です。おかげさまで、少
しは上手にお酒がいただけるようになりました。
同期の方々は、全員大変仲が良く、卒業後10年以上経った今年の年末も、９名全員参加の忘年会を予定

しています。その間、同期の結婚を含めプライベートの思い出もたくさん共有させていただきました。また、
経営二世塾を卒業後、KN会（経営二世塾OB会）の会員になり、次々と社長に就任して事業承継するのを
わが身も含めて体験しましたが、安心して事業を引き継ぐことができたのではないかと感じています。それ
は、会社の大きさや業種は違えども、事業承継される直前の漠然とした不安と緊張感を抱えた貴重な期間を
皆さんとご一緒できたことや、いつでも気軽に声掛けできる同じ立場の友人を得ることができたおかげでは
ないかと思っています（逆に赤字を出したらアカンなと、自分への戒めにもなっています）。
これからも、素晴らしいご縁をいただいたことに感謝するとともに、そのご縁を大切にし、切磋琢磨し

ていきたいと思います。

アルスコーポレーション（株）　代表取締役　滝 川 重 隆（1期生）

（株）巴製作所　代表取締役　豊田裕司（12期生）

協会事業紹介 経営二世塾
　1980年にスタートした経営二世塾が、開講40周年を迎えます。今回は、卒業生の方々に経営二世塾
の思い出についてお聞きしました。
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会員企業
紹　介

本記事では会員企業様の歴史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５回目は、1989年ご入会で、昨年の第２回学生に教えたい“働きがい
のある企業”大賞特別賞（長寿企業部門賞）を受賞された(株)フジプラス様です。

当社は1923年にレンガの製造で創業しました。一
度実質的な倒産状態を経験しており、証券会社の社
員をしていた私の父（現会長）が会社の再建を依頼
され代表取締役社長に就任したのが1967年で、この
時が現在のフジプラスの実質的なスタートと言えま
す。父は大変苦労したようで、最初の半年は、他人
名義になっていた建物や設備の買戻し、闇金融から
の手形の回収、問題を起こしていた臨時工に依存し
ていた仕事を切り捨てるといった大改革に取り組み
ました。そして３年後の1970年にはオフセット輪転
機を関西で２番目から３番目という早さで導入をし
ました。その頃の社員にとって重要だったのは、
「将来に対する希望が持てる会社なのか否か」とい
うことであり、当時活版印刷からオフセット印刷へ
の移行期にもかかわらず、これをひとつ飛ばして次
の時代を担うオフセット輪転機を導入したのです。
当社の「新しいことにチャレンジし、新技術、新手
法をいち早く取り入れる」というDNAはこの時か
ら育まれ、現在へと受け継がれています。
私は、1996年に当社に入社したのですが、川上と
川下への進出による下請け印刷からの脱却に取り組
みました。川下については、製本機や裁断機を導入
し、川上については、我々の仕事の定義を「紙の上
にインクを乗せる」から「お客様の売るお手伝い」
へと変えました。具体的には、印刷デザインとマー
ケティングに力を入れました。一つの例を挙げます
と、当社の現在のお客様には通販会社が多いのです

が、通販会社はwebに力を入れており、カタログ販
売にはなかなか力を入れられません。従いまして、
当社では商品選定のお手伝いから、場合によっては
商品の仕入れまでしています。これらの取り組みに
より、旧来型の下請け仕事はほぼなくなり、オンラ
インでの下請けが約10％残っているだけで、直取引
が約90％と取引構造の変革を実現することが出来ま
した。お陰様で、私が入社した1996年当時10社あっ
た競合企業が、現在では当社を含め２社にまで減る
という厳しい経営環境において、何とか生き残るこ
とが出来たのではないかと考えています。
当社の変革の歴史を聞かれると、社員からは反発
や抵抗があったのではないかと思われるかもしれま
せんが、私自身は特別そのようなことを感じたこと
はありません。というのも、急激に変えると反発さ
れますので、ゆで蛙の逆で、徐々に変えていく事で
社員を活かすように心がけています。社員は、チャ
ンスを与えポジティブな話をすれば皆動いてくれま
す。そして変わるまでやり続けます。当社には、
「改善のDNA」といったものもあると思っています。
最後になりますが、印刷業界は10年単位の投資が
必要とされる一方、今は、５年後の世の中が見通せ
ない時代だと思います。しかしながら、印刷業界に
おいては、無くなる印刷と残る印刷が必ずありま
す。当然のことながら、当社は残る印刷によりシフ
トしていきたいと考えており、そのポイントは「よ
りお客様に近づく」ことにあるのではないかと考え
ています。提案力と技術力と想像力でお客様の問題
解決を支援する「コミュニケーションプロバイダー」
として従来の印刷業務にとらわれない付加価値を創
造していきたいと思います。
また、下請けの時には、一所懸命仕事をしてもお
客様の顔が見えず、誰の為に仕事をしているのか分
からなくなりがちでした。そのような反省を基に、
父の時代から、「お客様に感謝される仕事をしよう」
をキーワードとして取り組んできました。時代が変
わっても「お客様に感謝される仕事」に全力で取り
組んでいきたいと考えています。

㈱フジプラス
所在地：大阪市北区南森町1－2－28
ＴＥＬ：06－6312－0333　　ＦＡＸ：06－6365－7120
設立：1923年、資本金：8,900万円、社員数：158名
事業内容：印刷関連サービス、販売促進支援サービス、インターネット関連サービス
関連会社：㈱フジプラス・ワン（通販事業）、㈱アード（不動産業特化印刷）

社長　井 戸 　 剛
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株式会社西村機械製作所 会長　西村 卓朗 氏
令和元年秋の叙勲で旭日双光章を受章

　令和元年秋の叙勲で、当協会の理事である（株）西村機械製作所会長の西村卓朗氏が、社業に

おける顕著な功績、地域経済への裨益により旭日双光章を受章されました。

　今後ますますのご活躍と、社業のご発展をお祈り申し上げます。
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レッキス工業株式会社 会長　宮川 恭一 氏
令和元年秋の叙勲で旭日双光章を受章

　令和元年秋の叙勲で、当協会の会員であるレッキス工業（株）会長の宮川恭一氏が、業界の発

展と中小企業の振興により旭日双光章を受章されました。

　今後ますますのご活躍と、社業のご発展をお祈り申し上げます。
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西田経営会計事務所 所長　西田 隆郎氏
令和元年秋の褒章で旭日小綬章を受章

　令和元年秋の叙勲で、当協会の会員である西田経営会計事務所所長の西田隆郎氏が、税理士

功労により旭日小綬章を受章されました。

　今後ますますのご活躍と、社業のご発展をお祈り申し上げます。
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一般社団法人 大阪府経営合理化協会
情 報 融 合 化 委 員 会
� 委員長　古　谷　勝　彦
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一般社団法人 大阪府経営合理化協会
〒540-0029大阪市中央区本町橋2番5号

マイドームおおさか5階
  電話06(4794)9090番　FAX06(4794)9085番
協会ホームページアドレス
http://www.gourika.or.jp

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

一般社団法人 大阪府経営合理化協会
創立60周年記念大会 開催
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新年号 （通巻542号）

2020年１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
　新年明けましておめでとうございます。今号は、「新時代を生
き抜く柔軟経営」をテーマに長寿企業はどう生き残ってこられた
のかを明らかにしています。寄稿で、「変化対応が長寿企業を創
る」、新春座談会では100年企業の３社に今号のテーマで語って頂
きました。事業継続には変化対応と人材育成が重要であるが、事
業承継には定石がないことなど新たな発見が有りました。令和が
始まり、新しい時代への対応が益々企業に求められます。協会も
微力ですが、変化対応への支援を行います。	 （高安）

　2019年９月19日（木）、シティプラザ大阪にて協会創立60周年記念大会を150名の
皆様にご参加頂き、無事開催出来ました。
　ご支援頂きました会員の皆様に感謝申し上げます。
　第一部では、ＪＲ九州の唐池恒二会長に記念講演、第二部では、第２回「学生に
教えたい“働きがいのある企業”大賞」の表彰式および優秀社員表彰、第３部の懇
親会を行いました。
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