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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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“攻め”と“守り”の経営に挑む様を剣と盾
の写真で表現。また大阪の経済発展への期待
を込めて、背景を大阪の街並みにしています。

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

〈2022年 年頭方針〉

トランスフォーメーション
（脱皮する経営）

ひろげよう創造と連帯

トランスフォーメーション

蝉が卵から幼虫になり、さなぎになり羽化して成虫になって
いく様を蛻変（ぜいへん）と言うが、企業経営も何度も脱皮し
て成長して行く。デジタル技術を使い企業変革を進めて行くデ
ジタルトランスフォーメーション（DX）が叫ばれているが、
この数年の変化はデジタル技術だけではなく全社で大変革を進
めて行かなければならない。
正しく変化対応。先行きが見えない時代、この変化にどう対
応するのか。セブンイレブンの実質的な創業者、鈴木敏文氏は
変化対応について「我々の最大の競争相手は、目まぐるしく変
化する顧客のニーズで同業他社ではない」。全社的なトランス
フォーメーションが今後、大きなテーマになっていく。

（一社）大阪府経営合理化協会
専務理事 兼 事務局長

� 高安　正美
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巻 頭 言
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令和４年の新春を迎え、謹んでお慶び申し上げます。
昨年の春に見たデータで少なからずショックを受けた。それは2020年に採用された営業職で
５人に１人が名刺交換の経験がないというものであった。入社して１年が経とうというのにで
ある。“2020年度新入社員のビジネスでの出会いに関する調査”によると2020年に新卒で入社
した営業職のうち、22.4パーセントは入社以来、営業や商談の際に対面で外部の人と名刺交換
をしたことがないと回答し62.2パーセントはオンラインで営業、商談を行っていることが分
かった。オンラインで連絡先を交換した人との人脈が作れているかとの設問に対しては63.4
パーセントが作れていないと回答している。
日本ではようやくワクチンの接種率が70パーセントを超えてマスクの装着、手の消毒も習慣
化してきたように思われる。外国では接種率が思うほど上がらなかったり、マスク着用をいや
がったり、ワクチン接種証明書を提示すればマスクなしでもお酒が人数制限無しで飲める国が
あったりする。人口比率から言っても日本に比べると感染者数が多い国はたくさんある。日本
では新型コロナウイルス感染症が終息したあと、やりたいことなどを教えてくださいというア
ンケート調査で４分の１近くの人がコロナ禍が収まったら旅行がしたいと回答していたが、外
国における感染者数を見ていると自由に海外旅行ができるのはまだ１年以上先になるのではな
いかと思われる。
さて昨年新総理が誕生し10月31日には衆議院選挙が実施された。争点の一つが経済の成長と
格差の是正であり、与野党ともそれによって生じた富をいかに分配するかを公約とし競ってい
た。格差の是正と言うがアメリカでは上位１パーセントの富裕層の持つ資産が全体の40パーセ
ントを占めるのに対して、日本では11パーセントにとどまっている。
また、日本経済新聞によるとOECDがまとめた年間賃金データを購買力平価ベース（20年米
ドル換算）で30年前と比較すると日本は４パーセント増の3.9万ドルだったのに対して、アメ
リカは48パーセント増の6.9万ドル、OECD平均が33パーセント増の4.9万ドル、それどころか
韓国にも追いつかれてしまった。富の再分配などと言っている場合ではない。規制緩和、減税
措置、給与所得のアップなど景気刺激策を駆使し、先ずは分配よりなりふり構わず富を生み出
すことを考えていかないと失われた30年を取り戻すことができないのではないか。
今後徐々にコロナ感染症が終息の方向に向かったとしても、我々としては働き方を完全に元
に戻すのではなくＷebやリモートワークなどを臨機応変に取り入れ、コロナ禍において我々
が経験した働き方改革を有効に利用していく必要があると思う。
最後になりましたが、会員企業様の益々のご発展と会員各位のご健勝、ご多幸を心よりお祈
りするとともに、一日も早いコロナ禍の終息を願っております。
本年も何卒宜しくお願い致します。

（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）

コロナ禍と
トランスフォーメーション
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１．はじめに

近年、日本企業の生産性の低さが注目さ
れ、それを向上させるためには、生産性の
低い日本の中小企業を統廃合して大企業化
すればよいという議論が、デービッド・ア
トキンソン氏（2020）によって展開された。
しかし、ハーマン・サイモン氏（Simon，

2009）が「隠れたチャンピオン」と呼ぶド
イツの中小企業のように、日本にも「ニッ
チトップ企業」（細谷，2017）と呼ばれる
優れた中小企業が比較的多く存在してい
る。そして、このドイツの中小企業がドイ
ツ経済を強めているように、日本のニッチ
トップ企業もまた長く停滞している日本経
済を活性化する可能性がある。それゆえ、
より多くの日本の中小企業を優れたニッチ
トップ企業へ誘導する方がより意義ある政
策の一つであるように思われる。
しかし、なぜ日本のニッチトップ企業や

ドイツの隠れたチャンピオンと呼ばれる中
小企業が優れているのか。その強みはどこ
にあるのか。これについては、まだ理論的
に十分解明されていない。ここでは、今日、
注目されているダイナミック・ケイパビリ
ティ論を用いて、ニッチトップ企業の強み
について理論的に説明してみたい。

２．ニッチトップ企業とは

現代の日本の中小モノづくり企業は、３
つの種類に分類される。
まず、第１にサプライチェーン型企業。
これは大企業の下請として部品などを量産
し、より上位の企業に部品を納入している
中小企業、つまりサプライチェーン（部品
供給の連鎖）に組み込まれている中小企業
のことである。
第２に、単工程加工型企業。これは金属
加工の工程つまり切削、鋳造、プレス、メッ
キなどのうち一種類だけを行っている中小
企業のことである。
そして、第３に、ニッチトップ型企業。
これは市場を小さな部分（セグメント）に
分け、それによって生み出されるニッチ 
（すき間）市場で高いシェアを有する中小
企業のことである。特殊な製品を製造販売
したり、高度の加工サービスを提供したり
して、ニッチ市場で高いシェアを有する中
小企業のことである。とくに、ニッチトッ
プ企業の中でも、競争力が高く、国際市場
でも活躍している企業はグローバル・ニッ
チトップ企業と呼ばれている。
この日本のニッチトップ企業と同じよう
な特徴をもつドイツの中小企業は、ハーマ
ン・サイモンによって隠れたチャンピオン
と呼ばれている。彼によると、この無名の
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変化が常態化する時代に必要な 変化が常態化する時代に必要な 
ダイナミック・ケイパビリティダイナミック・ケイパビリティ

―日本のニッチトップ企業の強み――日本のニッチトップ企業の強み―

慶応義塾大学商学部

� 教授　菊澤　研宗

▪▪  寄 稿 寄 稿 ▪▪
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ドイツの中小企業がドイツ経済を強化して
いるという。それゆえ、日本のニッチトッ
プ企業もまた日本経済を活性化し、日本経
済の強みとなる可能性がある。
これら日本のニッチトップ企業あるいは

ドイツの隠れたチャンピオン企業の強みと
して、これまで様々な特徴が指摘されてき
たが、以下の点がとくに重要であるように
思える。

（１） 　隠れたチャンピオンあるいはニッチ
トップ企業は基本的に製品の直販が中
心であり、大企業と比較して顧客と接
する機会が多く、顧客と持続的で親密
な関係を維持している。

（２） 　隠れたチャンピオン企業あるいは
ニッチトップ企業は、顧客のどんな繊
細な要望にも応えることができるよう
に日々技術を磨き、新しい機会を逃さ
ないようにしている。

（３） 　隠れたチャンピオン企業やニッチ
トップ企業は、顧客の繊細な要望に素
朴に応えるだけではなく、さらに独自
に何らかのプラスの機能を結合させる
あるいは追加することによって製品の
魅力を高め、顧客を拡大している。

このように、ユニークな製品を生産する
ために、隠れたチャンピオンやニッチトッ
プ企業は、一般に社内で製造する内製比率
が高く、垂直的統合率が高い。換言すると、
ニッチトップあるいは隠れたチャンピオン
企業は反アウトソーシング志向であり、でき
るだけ自社生産し、総合的品質管理（TQC）
がなされているのである。
以上のような点が、今日、隠れたチャン

ピオン企業やニッチトップ企業の特徴とし
て指摘されている。そして、これらの特徴
がその強みとなることが、以下のダイナ
ミック・ケイパビリティ論によって明らか
になる。

３．ダイナミック・ケイパビリティ論

ダイナミック・ケイパビリティ論の創始
者であるティース（Teece，2019）によると、
現代はグローバル化が進み、競争が激しく、
そして不確実で変化の多い時代だという。
このような変化が常態化している世界にお
いて企業に求められるのは、環境の変化を
いち早く感知し、そこに利益をえる機会を
捕捉し、そして自己変容するダイナミッ
ク・ケイパビリティ、つまり変化対応的な
自己変革能力あるいは動態的な自己変革能
力だという。
ティースによると、企業には基本的にダ
イナミック・ケイパビリティとオーディナ
リー・ケイパビリティの２種類の能力があ
るという。オーディナリー・ケイパビリ
ティは通常能力あるいは業務遂行能力のこ
とであり、既存のビジネスモデルあるいは
事業パラダイム内部でコストを削減し、効
率性を高める内向きの能力であり、「技能
適合力」とも呼ばれる。
これに対して、ダイナミック・ケイパビ
リティは、以下の３つの能力の束である。

（ⅰ） 　環境の変化をいち早く感知する感知
力。

（ⅱ） 　感知した変化の中に新しいビジネス
の機会を捉える捕捉力。

（ⅲ） 　捕捉した機会を生かすために既存の
資産を再構築・再配置して自己変革す
る変容力。

このように、ダイナミック・ケイパビリ
ティは外向きの能力であり、それは「進化
的適合力」とも呼ばれる。
これらオーディナリーとダイナミック・
ケイパビリティという２つの能力を通し
て、企業は以下のように成長するという（菊
澤，2019）。すなわち、いま環境が絶えず
変化し、時間とともに顧客の要求水準が高
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まり、企業の社会性への要求も高まってい
るとしよう。このような状況で、ある企業
が既存のビジネスモデルのもとで活動して
いるとする。このとき、企業はオーディナ
リー・ケイパビリティによってコスト削減
する形で効率性を追求し、利益を最大化し
ようとする。
しかし、このオーディナリー・ケイパビ

リティは内向きの能力なので、この能力だ
けで企業活動を続ければ、確かに企業の効
率性は高まるが、時間とともに環境との間
のズレが大きくなる。それゆえ、最終的に
この企業は淘汰の危機にさらされることに
なるだろう。
そこで、淘汰を回避するために、企業は

ダイナミック・ケイパビリティのもとに、環
境とのズレをできるだけ早く感知し、そこに
新しい機会を見出し、そして既存の資産を
再構築、再配置、再利用することによって
新しいビジネスモデルを構築し、環境との
ズレを小さくしようとするだろう。このよう
に、企業はオーディナリー・ケイパビリティ
とダイナミック・ケイパビリティとの相互作
用によって持続的に成長することができる。
しかし、このようなダイナミック・ケイ

パビリティによる企業変革はそれほど簡単
ではない。というのも、企業が自己変革し
ようとすると、企業内外に必ず反対勢力が
出現するからである。それゆえ、企業が自
己変革する場合、反対勢力を説得する必要
があり、その人間関係上の取引コストは非
常に高いものとなるだろう。この取引コス
トがあまりにも大きい場合、ダイナミッ
ク・ケイパビリティを発揮することなく、
非効率的な現状を維持した方が合理的とい
う不条理に陥ることになる（菊澤，2019）。
したがって、この不条理に陥ることなく

自己変革するには、ダイナミック・ケイパ
ビリティによって発生する取引コスト以上
のベネフィットを生み出すように既存の資
産の再構成、再配置、再利用が求められる
ことになる。ここで、ティースは、ダイナ

ミック・ケイパビリティによる既存の資源
の再構成原理として「共特化の原理」を主
張する。この原理は、企業内の多くの資源
はそれぞれ特殊なので、それ自体では十分
なメリットは生み出さないが、相互に結合
すると化学反応が起こり、単なる個の総和
以上の全体を生み出す資源の組み合わせ、
あるいは結びつきのことである。

４．�ニッチトップ企業の強みとして
のダイナミック・ケイパビリティ

さて、以上のようなダイナミック・ケイ
パビリティ論によって、ニッチトップ企業
の強みは、以下のように説明できる。
ニッチトップ企業が対象とするニッチな
市場は常に微妙に変化している世界であ
り、まさに変化が常態化している世界だと
いっていいだろう。このような世界で必要
となるのは、まさにダイナミック・ケイパ
ビリティなのである。そして、ニッチトッ
プ企業は、以下のようにダイナミック・ケ
イパビリティを保有していることを示す３
つの特徴がある。

（Ⅰ） 　感知力：ニッチトップ企業は顧客と
接する機会が多く、顧客と持続的で親
密な関係を維持することで、環境の変
化に対して高い感知力を保有してい
る。まさに、ニッチトップ企業の強み
は、この顧客との距離の近さを通して
微妙な変化をいち早く感知する能力に
あるといえる。

（Ⅱ） 　捕捉力：ニッチトップ企業は、特定
の顧客からのどんな繊細な要望にも応
えるために、日々、改善改良を行って
自社技術力を高め、新しい機会を逃が
さないようにしている。その高い技術
力にもとづく機会の捕捉力に、ニッチ
トップ企業の強みがある。

（Ⅲ） 　変革力：ニッチトップ企業は、特定
の顧客の繊細な要望に素朴に応えて既
存の製品を改良するだけではなく、さ
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ない。環境の変化を反映して、いま増加し
ている注文は何か。自社で製造できないも
のは何か。これらに関する多くのデータを
得ることができ、それゆえ企業は環境の変
化をいち早く感知でき、機会を捉えやすく、
そして自己変容しやすくなる。つまり、ダ
イナミック・ケイパビリティも強化される
ことになるのである。
変化が常態化している今日、日本企業は
ダイナミック・ケイパビリティを強化する
必要があり、そのためにデジタル化は避け
て通れないように思える。

らに独自に何らかの機能をプラスして
結合させている。つまり、特定の顧客
の要求に応えてそのまま製品を改良す
るだけではなく、他の顧客にとっても
便利な機能を加えて顧客の幅を広げて
いる。換言すると、既存の機能に新機
能を結合して「共特化の経済性」を生
み出す変容力に、その強みがある。

以上のように、ニッチトップはダイナ
ミック・ケイパビリティを構成する３つの
能力を保有している点にその強みがあるよ
うに思える。

５．�デジタル化によるダイナミック・
ケイパビリティの強化

このようなダイナミック・ケイパビリ
ティをさらに強化するには、企業のデジタ
ル化が有効である。とくに、中小企業はオー
ディナリー・ケイパビリティに関連する
様々な業務をデジタル化することで、ダイ
ナミック・ケイパビリティもまた強化でき
るのである。
たとえば、金型製造企業は顧客から注文

を受け、図面を展開し、製造可能かどうか
を判断し、料金見積書を作成する。そして、
取引が成立すると、図面にしたがって工場
で製造し、製品が配送される。この一連の
業務プロセスは、従来、すべて人間が行っ
ていたために、環境の変化を感知する感知
力は弱くて鈍い。
ところが、このプロセスをデジタル化す
ると、まずネット上で注文を受けつけるプ
ラットフォームが構築され、顧客は３Dで注
文をそのプラットフォーム上にアップロード
する。AIが製造可能かどうかを判断し、見
積書が作成される。そして、取引が成立す
ると、データが工場に送られ、注文された
製品が製造され、配送されることになる。
このデジタル化によって一連の業務は効

率化され、オーディナリー・ケイパビリ
ティが強化される。しかし、それだけでは

 菊澤 研宗 氏　プロフィール 
慶應義塾大学商学部・大学院商学研究科教授
慶應義塾大学商学部卒業、同大学大学院博士
課程修了後、防衛大学校教授、中央大学教授
などを経て、2006年に慶應義塾大学教授。こ
の間、ニューヨーク大学スターン経営大学院、
カリフォルニア大学バークレー校客員研究員
を務める。元経営哲学学会会長、現在、日本
経営学会理事、行動経営研究会理事、戦略研
究会理事。
著書に『成功する日本企業には「共通の本質」
がある―ダイナミック・ケイパビリティの経
営学』（朝日新聞出版）、『組織の不条理―日
本軍の失敗に学ぶ』（中公文庫）、『戦略学』（ダ
イヤモンド社）など、その他多数。

参考文献
アトキンソン, D. （2020）『日本企業の勝算―人口減
少時代の最強経営』東洋経済新報社。
細谷祐二（2017）『地域の力を引き出す企業―グロー
バル・ニッチトップ企業が示す未来』ちくま新書　
筑摩書房。
菊澤研宗（2019）『成功する日本企業には「共通の
本質」がある―ダイナミック・ケイパビリティの
経営学』朝日新聞出版。

Simon, H. （2009）. Hidden Champions of the Twenty-
First Century：Success Strategies of Unknown 
World Market Leaders, Springer. （上田隆穂監
訳・渡部典子訳『グローバルビジネスの隠れた
チャンピオン企業―あの中堅企業はなぜ成功して
いるのか』中央経済社，2015年）
Teece, D.  J. （2019）. Dynamic Capabilities-based 
Theory of Firm（菊澤研宗，橋本倫明，姜理
恵 訳）『ダイナミック・ケイパビリティの企業理
論』中央経済社。
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代表取締役社長� �
� 吉村　直樹氏

― 事例 ―　

マリンフード㈱

所 在 地　〒561-0814 大阪府豊中市豊南町東4-5-1
Ｔ Ｅ Ｌ　06-6333-6801　　　 Ｆ Ａ Ｘ　06-6336-3109
創　　業　昭和32年3月15日　　資 本 金　9,000万円
売 上 高　総売上高 289億8,137万円（令和2年12月）
従業員数　604人（2020年12月実績、パートアルバイトは0.5換算）
事業内容　 マーガリン、コンパウンドマーガリン、ピザ用ナチュラルチー

ズ、プロセスチーズ、ホットケーキ、パンケーキ、ピザソース、
焼きそば、フリーズドライみそ汁の製造加工及び販売。

ホームページアドレス　https://www.marinfood.co.jp/com/

新製品開発を生命線としてとらえ、
果敢に挑み続ける

攻めと守りのトランスフォーメーション
～残すものと変わるもの～

■積極的な 
新製品研究開発と、 
大胆なスクラップ
当社は、1948（昭和23）年、

マーガリンの製造で食品業界へ
の第一歩を踏み出しました。以
降、マーガリンに加え、プロセ
スチーズ、ホットケーキ、ピザ
用ミックスチーズ、各種ソース、
フリーズドライ食品他、扱う品
目を増やし、食品メーカーとし
ての業態を拡げてまいりまし
た。当社製品は、世界食品コン
クール「モンドセレクション」
でのグランドゴールドメダルや
ゴールドメダル受賞の他、さま
ざまな賞を頂いており、厳しい
プロの味へのこだわりにお応え
する業務用から、新しいメ
ニュー提案もできる家庭用ま
で、多様なウォンツを視座に入
れた商品開発を進めています。
当社では、年間約200の新ア
イテムを出していて、現在のと
ころ総登録件数は約1000です。
ただ、アイテム数を増やすだけ

では、収拾がつかなくなり、効
率も悪くなりますので、スク
ラップしてゆくことも必要で
す。スクラップが年間140から
160なので、新商品の数と差し
引きして約50増加し、単純計算
では、10年で500、20年で1000
ほど総アイテムが増えていくこ
とになります。
一回出した商品をスクラップ
するということは、営業マンに
とってはなかなかつらいことで
す。大した量が出ていない商品
でも、それなりの思いがあって
買ってくださるお客様に「すみ
ませんが、この商品は製造中止
になります」と言うのは容易で
はありません。それでも、毎年、
そのつらい交渉をして、それを
乗り越えて頑張ってもらってい
ます。これまでにない何か斬新
なもの、他社にない特徴のある
ものを開発することも容易では
ありませんが、それと同様に、
お客様が付いている商品をスク
ラップしていくことも重要な仕
事です。新商品を作るというこ

とは、その裏でスクラップされ
る商品があるということを、
やっと社員みんなに理解しても
らえるようになってきました。
しかしながら、北海道から九

州、沖縄まで、地域によってさま
ざまな状況があり、あるいは各
営業所や各営業マンによって、
個々の商品に対する思いがある
のに、それを全く無視してどん
どんスクラップしていくという
のはあまりに乱暴ではないか。
そういう観点から、スクラップ
チームを作って丁寧に検討し、
６月と12月の年２回、スクラッ
プする商品を決定しています。
スクラップは、会社の存続の

ためということもあります。重

 ▲ ガーリックマーガリン
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当社のお客様がいらっしゃるの
で、各地を順に訪れました。例
えば、北海道は年２回、１回で
２日間とるので、年に４日間と
いうことになります。大阪から
の移動時間を考えると、２日間
で10社ほどですが、お客様に直
接会うことの大切さを知り、 
20年ほど続けました。最近は
ちょっとさぼっているかな。
これを始めて７～８年たった

頃、お客様のお顔を見ないと、
居ても立っても居られないほど
心配で、お客様にお会いすると
安心しました。なぜなら、お顔
にすべてが書いてあるからで
す。マリンフードに対して良い
感触を持たれているかそうでな
いか、前回のクレームで、うち
の商品に良い思いを持たれてい
ないなとか、出入りしている営
業マンが一所懸命やっているか
そうでないかなど、すぐにわか
ります。一方で、工場現場を回
るのは、週１回にしました。顧
客訪問と工場巡回、これが私に
とっての「守り」です。
「攻め」は、一般的には新規
顧客開拓になります。特需課は
日本中の食品メーカー、農協、
漁協を回っていますし、国際課
は米国、アジアをターゲットに
毎週テレビ会議を続けていま
す。広域課は大手を中心に各種
販売店に飛び込んでいます。た
だ私個人の場合は、やはり「新
製品開発」です。私どものよう
な小さな会社で開発に取り組
み、日本有数の業界紙各社から
何度も賞を頂き、それなりのこ

いものを山のように背負い続け
るより、新しいものに飛びつけ
る身軽さを持っていたいと思う
から、スクラップをしているわ
けです。世の中にはいろいろな
考え方があり、身軽でいたいか
ら、新商品を出したりせず、お
客様に支持されている商品だけ
をずっと変わらず大切に守って
いる企業もありますが、当社の
スタンスとは違うなと思ってい
ます。長期に亘る会社の発展と
いうことを考えた時、新商品を
作らないということはハナから
大切なことを放棄しているよう
に感じます。もちろん、そんな
に簡単に大ヒット商品など生ま
れませんが、では、開発をやめ
ようかとは思わないのです。会
社を動かしている以上、新商品
を出すということは、当社に
とって実に重要なポイントで
す。振り返ってみれば、開発当
時はそれほど売れなかったの
に、当社の今を支えている商品
もあり、だからこそ、研究開発
を継続すべきなのです。

■顧客訪問と 
工場巡回を励行し、 

「守り」の戦略 
「攻め」の戦略を繋ぐ
私は27歳で入社し、父親の死

の跡を継いで30歳の時に社長に
就任しました。当時は、右も左
もわからず、お客様のことも商
品のことも、社員のことも、よ
く理解していませんでした。会
社経営など初めてのことですか
ら、あっちにぶつかり、こっち

にぶつかり…。それでも何とか
42年間やってきました。先代が
亡くなり、教えてくれる人が誰
もいなかったので、富士山での
「地獄の特訓」に参加したり、
社長業の元祖と呼ばれている人
の話を聴きに行ったりもしまし
た。そして、作り始めた事業計画
書は、現在35冊に達しています。
最初の頃は私一人で作成してい
ましたが、今は社員とともに取
り組んでいます。当社は12月決
算で、翌１月末に事業計画を発
表しますので、原稿用紙250枚
ぐらいになる計画書の準備は、
毎年10月ぐらいから始めないと
間に合いません。正月休みの旅
行などほとんどできず、難儀な
ことを始めてしまったなあと思
いますが、続けているのは、経
営上のいろいろなことをきちん
と整理整頓できるからでしょう。
以前にセミナーを受けた社長
業の元祖と呼ばれる人は、「守
り」が素晴らしい人でした。守
りとは、営業なら顧客定期訪問、
社内なら我々はメーカーですか
ら、どれだけ工場内を歩き回っ
ているか、ということになりま
す。17～18年前から自分の年間
スケジュールを立て、手帳に毎
週のスケジュールを書き込んで
きました。社長業としてのいろ
いろな業務もあるので、私が外
を回れるのはせいぜい週２日。
今週は火・水曜、来週はこれこ
れの予定が入っているので、
木・金曜日だなというふうに、
週２日を顧客訪問にあてまし
た。北海道から九州・沖縄まで、
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とをやってはきました。しかし、
どこまで本気で、どこまでわ
かってやっていたのか、と考え
ると、何もわからず。何か行き
当たりばったりのところがあっ
たようにも感じています。もっ
と戦略的なものが必要なのでは
ないか。
時間は費やしています。毎週
月曜日の早朝研究主要メンバー
と新製品開発のミーティングを
行い、それとは別に２週間に１
回、みっちり３時間、新製品開
発プロジェクトの会議を開いて
います。年間約200件の新製品
のうち、半数以上は、お客様か

らのご要望にお応えするもので
すが、このプロジェクトミー
ティングがなければ、当社の新
製品開発はあり得ません。また、
営業とのコミュニケーションは
常に密にし、営業会議の冒頭は
ほぼ開発研究の発表の場となっ
ています。最近では、海産物や
果物、野菜を使ったバターなど
面白い商品も生まれています。

■３つの社内大会と 
積極経営で、 
企業の骨格をより強固に、
成長をめざして
これは「攻め」というより、

「守り」に近いかもしれません
が、ここ10年ほど、「プレゼン
テーション大会」を開いていま
す。今から10年ちょっと前、社
内で新製品開発の発表をさせた
ら、これが目を覆う惨状で、愕
然としました。それでプレゼン
大会を始めたのです。スティー
ブ・ジョブズは「最強のビジネ
ス・ツールはプレゼンだ」と
言ったそうで、私はさすがだな
と思っています。さまざまに進
化したIT関連のツールはあり
ますが、生身の人間のプレゼン
テーションに優るツールはあり
ません。ところが、企業内でプ
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売売
上上
高高

業績推移

((期期））

（（億億））

計計画画推推定定

チーズ事業開始 10周年

東京営業所開設

ホットケーキスタート

ピザ用チーズ開始・20周年

栄吉社長逝去・直樹社長就任

ポーションマーガリン開始

事業計画開始・30周年

ギフト参入

阪神淡路大震災

里親里子制度スタート

ガーリックマーガリン開発

40周年

モニター制度スタート
HP開設

泉大津工場竣工

会社案内ビデオ制作

提案制度スタート

スティリーノ開発

50周年・北海道旅行

プレゼン大会開始

東日本大震災

新ロゴ誕生

長浜工場竣工

ベビーチーズ・スライスチーズ開始

豊中市ネーミングライツ開始

マスコットキャラクター誕生

燻製バター発売

60周年・タイ旅行

ストリングモッツァレラ発売

フランスチーズメーカーとコラボ

クッキングモッツァレラ発売

↑
1970年

昭和45年

↑
1980年

昭和55年

↑
1990年
平成2年

↑
2000年

平成12年

↑
2010年

平成22年

4度目の紺綬褒章を受章、その他数々の賞を受賞

↑
1960年
昭和35年

↑
2020年
令和2年

M&Aにより埼玉工場開設

 ▲ マリンフード㈱ 売上げ推移
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現場での配線や、機械・装置の
修理は、生産サイドの人間には
避けて通れないものなので、こ
れらがきちんとできるかどうか
を判定する「工務大会」を夏に
開いていて、女性の優勝者も出
ました。
このコロナ禍の時代、在宅
ワークだの、リモート会議だの
と、企業は多様な変化を余儀な
くされていますが、営業やデス
クワークの人間は会社に出てこ
ずに自宅で作業し、生産サイド
の人間は毎日現場で働くとい
う、同じ工場内で二つのパター
ンに分かれるということに、違
和感を覚えます。当社でも、一
時は営業など週２日ぐらい順番
に在宅ワークもしましたが、生
産に携わる人たちが同じように
自宅でいつもの仕事をこなすこ
とができるでしょうか。メー
カーとしては当然ながら、無理
な話なのです。特に2020年は、
巣ごもり需要により、量販店な
どからオーダーが殺到し、全国
の営業マンが４つの工場へ応援
に入ったほどで、自宅にこもる
暇などありませんでした。

レゼンの教育・指導をしている
かというと、他人任せで、ほと
んどやっていないのではないで
しょうか。
２年越しの予選を行い、敗者
復活戦も含め、準決勝に勝ち抜
いた次回の決勝のファイナリス
ト６名が現在決まっています。
今回のファイナリストたちのプ
レゼンは10年前とは大違いで、
そのレベルの高さに驚くととも
に、「継続して取り組めば、こ
こまでできるようになるんだ」
と、私は感動すら覚えました。
2022年１月の事業計画発表会兼
新春パーティで、一人10分間、
６名のプレゼンが選考委員20名
（半数は社外）を前にして披露
され、優勝者が決まります。こ
のパーティにはお客様も来ら
れ、当社社員も含めて参加者は
全部で500名ぐらいになります。
パーティの中では、「パソコン
大会」も開きます。これも予選
を勝ち抜いた７～８名がすでに
決まっており、設置されたパソ
コンに向かって一斉に課題に取
り組み、スピード、正確さ、英
文対応などを競います。また、

2020年、当社は初めて主要製
品であるチーズメーカー１社を
事業譲受いたしました。それま
でも幾つか案件はあったのです
が、なかなかご縁がありません
でした。M&Aのお話が来た時、
譲受する会社が、我社でそれま
で培われたノウハウを、いかに
活かすことができるかというマ
ネージメントの問題をクリアで
きれば、今後もM&Aを検討し
ていきたいと思っています。
また、海外に関しては、日本

の乳製品が輸入禁止となってい
る国もあり、まだまだ多くはな
いのですが、台湾、香港、シン
ガポールなどに販売していま
す。今一番のターゲットはアメ
リカですが、現在の状況から、
そう簡単には進んでいません。
アメリカではブローカーが営業
をやっていると言っても過言で
はなく、当社も４～５名のブ
ローカーと契約し、これもスク
ラップ アンド ビルドを繰り返
し、「成功するまでやめないぞ」
という覚悟でチャレンジし続け
ています。
メーカーは「商品開発が命」。

やっていて面白いし、素材・ア
イデアは無限にあります。今後
も、人々があっと驚く斬新な商
品を世の中に出していけるよう
努めてまいります。
（インタビュー取材・文責在編集部）

 ▲ 長浜工場外観
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講演録 TEC・KN11月例会　講演より

機能性食品・化粧品・創薬の
3分野で躍進

～常識の盲点を突く研究開発をベースに 
  1,000億円企業へ～

㈱ファーマフーズ

代表取締役社長  金
キム

　武
ムジョウ

祚 氏

■巨大なiPS細胞、� �
たまごの研究を開始
私は研究がしたくて会社をつくり、ここまで走

り続けてきました。よく潰れなかったなというの
が率直な気持ちです。
当社は機能性食品、化粧品、創薬を手がけてい

ます。そもそも「食」という字は、人を良くする
と書くことから、食には〈おいしさ〉や〈カロリー〉
といったことだけではなく、もっと奥の深いもの
があるのではないかと考え、食を追究してビジネ
スに展開しようと考えたのが始まりです。食品会
社は世の中に数多くありますが、「食は人を良く
するもの」との視点から「免疫」と「老化」と「神
経」に寄与する成分の研究をすれば、きっと世の
中に貢献できる、消費者に支持される、そんな思
いで1997年に会社を設立しました。
起業の直接のきっかけは、アメリカのカリフォ

ルニアでベンチャー企業の若手経営者達が投資家
を相手にプレゼンをする国際会議に参加したこと
でした。500名ぐらいの聴衆を前に、若い人たち
が自分はこういうことを考えている、自分には�
こういう能力がある、とプレゼンをして、聞いて
いるのは、明らかにお金を持っていそうな人た�
ち（笑）。その隣にはパソコンのキーを打っている
人がペアで座っていました。バイオ研究の最先端
の話などが出てきて、お金持ちが隣の人に「君、
あれは本当にお金になるのかね？」などと聞いて
いるのです。これは非常に刺激的でした。２日間
聞き続けて、ふと「これ位なら自分でも出来るの
ではないか」と思い、帰国してすぐに起業したと
いうのが発端です。

研究開発がビジネスの糧になるということを、
そのとき初めて学んだのです。今から30年前です。
研究は論文を書いて終わりではなく、アメリカの
最前線では研究がビジネスの案件になっていまし
た。研究をして、新産業を立ち上げ、ビジネスを
展開し世の中に貢献することが出来れば、研究者
冥利に尽きるのではないかと思ったのです。しか
し、それからが大変でした。
アメリカには失敗を恐れず挑戦した人を応援し
ようという風土があって、エンジェル投資家とい
うような人々が昔からいるのですが、日本にはエ
ンジェル精神というものはほとんど無かったので
す。日本も最近は随分変わって来ていると思いま
すが、その当時の私はお金もなく、場所もなく、
あるのは根拠のない自信だけでした。
京都で事業を始めようとしましたが、実験で臭
いや廃棄物が出るのではないかということで、バ
イオの研究には場所を貸してもらえない。知人の
ツテを得て石川県小松の材木屋さんの２階でス
タート出来たのですが、雪が厳しい。冬場は雪か
きばかりでした。そんな状況の中、たまごの研究
を始めたのです。たまごの研究を始めたきっかけ
として二つのことがあります。
一つ目に、私は田舎で育ちましたので、子供の
頃にヒヨコを２、３羽飼って、エサをやり、たま
ごを孵すということを夏休みの理科の宿題でやっ
ていました。後になって、ニワトリとたまごの縁
はそこが根底にあったと気がつきました。
もう一つは、５年間いたアメリカの研究室での
経験です。アメリカでは、百年も前から家禽学と
いうものがあり、ニワトリの優良品種を選抜して
全米で流通させるというビジネスが発達していま
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した。アメリカでは百年も前からこのような研究
をしていたという驚きと、子供のころの経験の二
つが、たまごの研究に向かわせたと思っています。
更に考えていくと、世界中でたまごほど広く食

べられているものはない。しかし、たまごからど
うしてヒヨコが孵るのか、ということに疑問を
持った人があまりいなかったということも大きな
動機になりました。
たまごを上手に温めると21日間でヒヨコになり

ます。牛乳は上手に温めてもホットミルクにしか
なりません（笑）。これは根本的な違いで、ある意
味「たまごは山中先生のiPS細胞よりもっと大き
な、巨大なiPS細胞だ」と。この考えを全社で共
有しています。たまごは21日温めるとヒヨコとい
う生命が生まれる。足が出て、羽が生える、皮膚
が出来る、血管が伸びる、神経が出る、全部自己
完結型なのです。このようなものは他にないので
す。たまごを玉子焼きと見るか、生命体のカプセ
ルと見るか。これは大きな違いです。ここが�
私どもの着想の原点です。会社設立当時、お金は
なかったのですが、たまごの研究で新産業を立ち
上げよう、これを日本から海外へ発信しようと話
すと、志のある人が集まってきて、今に至ってい
るわけです。
志はいいのですが、やってみると成果が出るま

で10年ぐらいかかるのです。育毛の「ニューモ」
もそうですが、化学実験をし、動物実験をし、ヒ
トの実験まで行い、医薬に近いものまで持ってい
くのにおよそ10年かかっています。
「ファーマフーズ（Pharma�Foods）」という社
名は医薬と食の融合という意味ですが、名に恥じ
ない商品をつくるのに10年。当時そのまま研究�
だけを続けていると、とっくに会社は潰れていた
と思います。ある時、もう少し柔軟に、ビジネス
を展開しようと考え新たに着手したのが、GABA
です。
当社が本社を構える京都は漬物が有名ですが、

その漬物の中に含まれる乳酸菌という菌を分離
し、乳酸発酵することで、大量にGABAを作るこ
とを発見しました。これを「リラックス」という
キーワードで販売することを思いついたのが、当
社が生き延びる力になったと思っています。
GABAとはアミノ酸の一種で、チョコレートに

も若干含まれています。我々はGABAを工業的に
大量に作ることに成功､ チョコレートに入れ様々
なデータを取りました。集めたデータを基に「心
が落ち着く」という結果が得られたので、さらに
たくさんのデータを集めました。奈良県に「谷瀬
の吊り橋」という日本一長い吊り橋があります。
高さが55ｍ、長さが300ｍです。揺れるので細い
橋を渡るのが非常に怖いところです。たまたま、
その橋を見つけ、まず家族で実験をしました。橋
を渡り恐怖を感じているときに、GABAがどうい
う働きをするか。実験をして恐怖、つまりストレ
スの緩和効果があることが確認できたので、社内
の仲間、大学の先生と組んで正式にヒト試験を行
いました。その結果が朝日新聞に掲載されたので
す。「谷瀬の吊り橋、GABAが恐怖心を防ぐ」。こ
れが大きな前進になりました。
これを機に江崎グリコさんがGABAを採用し
て、GABAチョコレートを出すことが決まったの
です。そのときに内部で心配されたのは、「GABA
チョコレートを食べていると、あの人はストレス
を抱えている」とネガティブに捉えられ、売れな
いのではないかということでした。でも、発売に
踏み切ったところ、驚いたことに、お母さんは家
庭でストレス、子供は塾でストレス、お父さんは
上司と部下でストレスとみんながストレスを抱え
ており、リラックスチョコレートを、ポジティブ
に捉えることがわかったのです。それからマー
ケットが創られ、会社の売上も伸びていき、改め
て本来のたまごの研究に戻りました。

■ニワトリを利用した� �
画期的な抗体医薬品
たまごの研究の概要を申しますと、たまごから
骨をつくる成分を若い研究員が発見しました。こ
れは大発見です。たまごの黄身の中には、骨をつ
くる成分があるに違いないと言い、長い時間をか
けて研究した結果、骨の成長を助けるペプチド成
分「ボーンペップ」というものを開発しました。
それを、今度はロート製薬に持って行きました。
ロート製薬さんはボーンペップを含んだ子供向け
の粉末飲料「セノビック」という商品を上市する
ことになりました。「セノビック」は今では累計
で1700万セット以上販売されています。大ヒット



－�13�－ 2022. 新年号

と言われています。
江崎グリコさんもロート製薬さんも大阪の会社

です。当時、私は「大阪しか営業してはいけない」
と言っていたのです。というのは、東京まで新幹
線に乗るお金がなかったからです。東京出張は出
来ない、泊りなど考えられない。近場で何とか営
業をして、しのいだのです。
ネガティブな話になりますが、志はあっても、

資金や実績がないとやはり企業運営は無理だと
思ったことがありました。そんなとき、社員から
「社長は最近あまり怒らなくなった。もしかした
ら、辞めるつもりですか？」�と聞かれました。正
直、ビジョンが見えず苦しく限界を感じ迷ってい
ました。若干のお金がまだ残っていたので、それ
を分けて早いうちに解散した方が若い人のために
なるんじゃないかと思っていたのです。しかし、
あるメンバーの一人が貯金通帳と印鑑を差し出し
て「社長、絶対に辞めないで下さい」と言うんで
す。通帳には数百万円が入っていて、「こんなお�
金、どうしたんだ？」と聞くと、「新しい車を買
うつもりだったが、このお金で会社を続けてもら
いたい」と。ビックリしました。それを聞いて、�
「中途半端はとてもだめだ。改めてブレずにやろ
う」と決心しました。これが大きな契機になって、
新産業を立ち上げよう、仕事をやりまくろうと、
それまでとは違う真剣度で、崖っぷちに立った気
持ちで、次は医薬品（創薬）にも取り組みました。
実は、周囲から「食品や化粧品はいいが、医薬

品は絶対にやめた方がいい」と言われていました。
最後の安全性試験のレベルで、突き返されるのが
オチだと。それは私もわかっていたのですが、こ
のままではベンチャーのマネゴトで終わる、つぶ
れてもいいからリスクを負ってやろうと「創薬」
に乗り出し、ニワトリを利用して薬の源となる抗
体を取り出す研究を行い、“中央突破”を図りま
した。
私たちがニワトリからつくったのは、自己免疫

疾患の薬となる抗体で、大手の製薬会社に抗体を
製造する特許技術の権利を譲渡することです。
薬の研究開発で抗体作製する時は、ほとんどマ

ウス、ネズミか、もしくはウサギを使います。ヒ
トとネズミ、ウサギは哺乳動物で、ほぼ近い関係
です。ところが、ヒトとニワトリは進化の過程か

らして全くかけ離れています。これは、誰でもわ
かっているのですが、通常「抗体をつくりたい」
と思うと、同じ哺乳類であるマウスに抗原を打ち
ます。しかし、種が同じでは強い抗体が出来ない。
鳥類を用いることで強い抗体が出来る。ある意�
味常識の盲点を突いたのです。これが我々の
ALAgeneⓇ�technology（アラジンテクノロジー）
ビジネスです。
常識をひっくり返そうというのが、私たちのや
り方なので、研究員には「文献を読みすぎてはい
けない」と言っています。文献を読み過ぎると、
全てが既に解明されている気になり、やる気がな
くなります。文献を読まずに取り組んで、自分の
考えで進めて、自分の目で確認する。常識を覆す
研究はそういうところから始まるのです。

■東証一部上場を実現、� �
さらなる飛躍を
このような状況を続けて、創業から24年目にし
て、食品・化粧品・創薬の３つをやる会社の形が
やっと出来上がったのです。
当社は2021年２月に東証一部に上場しました。
上場を自分たちでやろうと決め、関係者は、土曜
日曜、お盆もお正月も返上して「私たちは知識集
団なのだから、自力でやってやれないはずはない」
と言い、頑張りぬきました。そのおかげで上場が
出来ました。一部上場企業に勤めている人は沢山
いるが、一部上場企業を作った人は少ない、と今
彼らは自信をもっています。
メンバーの一人は「自分たちの手で上場を、と
決めたときから本気度を上げて取り組みました。
（『上場する！』と）言って、やろうと動き出せば、
その夢は叶うというのが今回、やってみてわかり
ました。非常にいい勉強になりました」と言って
います。自分たちの手で上場を実現したこの会社
の今後の成長に力を尽くそうとしています。
一部上場を迎え、皆で次なるビジョンについて
議論をしました。度重なる議論の末に、生まれた
のが「新価値創造　1Ｋプロジェクト」です。これ
はある研究員が出してくれた企画で、「Ｋとは、千
です。つまり売上1,000億円という目標を、この５
年以内に達成することです。」勢いのある今、５年
以内にやる。それには社員一同が下りのエスカレー
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 企業概要 
株式会社ファーマフーズ
https://www.pharmafoods.co.jp/
代 表 者：金　武祚
所 在 地：�〒615-8245　京都市西京区� �

御陵大原1－49
設　　立：1997年9月12日
資 本 金：2,039百万円（2021年12月末現在）
従業員数：約700名（連結・2021年12月現在）
事業内容：�機能性食品素材の開発・販売、通

信販売事業、バイオメディカル事業

ターを逆に登りつめるくらいの気持ち
でなければ無理だと言っています。
「新価値創造」とは、新しい製品を
つくる、新しい市場をつくる、そして
新しい組織をつくる。これらを遂行す
ることですが、中でも一番大切なのは
人、人材です。
今、当社には海外の社員が17、18名

いますが、労働力というより、会社の
将来を一緒に担ってくれる人として採
用しています。彼らには通常の給料に
加え、特別手当（グローバル手当）と
して、年間プラス50万円を支給してい
ます。私自身、海外での研究生活で体

が、地球上の国のほとんどの言語の辞書はあるの
で、何とかコミュニケーションが出来るはずで�
す。つまり地球上の人々とは誰とでも一緒に働け
るという事でしょう。これこそが真のダイバーシ
ティです。
当社は創業から25年目を迎えましたが、企業と
しては、緒に就いたばかりです。今、私たちの行
動指針は「BE�BOLDリスクを恐れず大胆に」で
す。この精神を貫いていきます。
私たちが会社を創ったとき、みんなで「どんな
会社にしようか」と話し合いを続けました。その
結果、夢があって笑いがある、そんな会社にしよ
うと決めました。この理念は四半世紀、まったく
ブレませんでした。苦しいとき、大変なときがた
くさんありましたが、夢も笑いもありました。今
後も夢と笑いのある会社であり続けます。「ここ
には夢がある　笑がある」私たちのゆるぎない永
遠の企業理念です。

 ▲ 本社

験したのですが、自国で生活するよりお金がかか
ります。ですから、大きな金額ではありませんが、
海外から日本に来てくれているという私たちの気
持ちを伝えるという事で、外国籍の社員全員に支
給しているのです。
当社には「GST：Global-Solution-Team（グロー
バルソリューションチーム）」というものがあり
ます。GSTメンバーの能力そして、エネルギー、
マインドはすごいものです。通常私たちが研究論
文を書く場合６ヵ月ぐらいかけますが、１ヵ月で
仕上げる者もいます。全員がそうだというのでは
ありませんが、底知れぬ力を発揮してくれる人が
沢山います。彼らとは言葉が違う、食事が違う、
文化が違う。色んな習慣の違いがあります。慣れ
れば何ら問題はありません。社員食堂の職員の人
たちもハラールの方、ベジタリアンの方のために
野菜料理をたくさんつくったり、肉の代わりに魚
料理を作ってくれます。
ダイバーシティということでは、よく大企業が

「女性幹部を何人にした」と報道されていますが、
数の問題だけではないと思います。女性の全体的
な雇用を増やさずに、数名女性を幹部にしたとこ
ろで、ダイバーシティとは言えません。女性の雇
用を増やし、男女平等にして、そこから生まれて
きた幹部が女性であったというのが自然で正しい
と私は思っています。当社は今、社員数では女性
の方が多いぐらいです。日頃、人事担当者は、�
「宇宙人以外は誰でもこの会社に応募して下さい」
と言っています。なるほど、宇宙語の辞書はない
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■調査期間　2021年11月上旬～中旬■調査期間　2021年11月上旬～中旬
■回答企業　製 造 業　32社  61.5％■回答企業　製 造 業　32社  61.5％

非製造業　非製造業　20社20社    38.538.5％％
全　　体　全　　体　5252社社  100.0100.0％％

■調査期間　2021年11月上旬～中旬
■回答企業　製 造 業　32社  61.5％

非製造業　20社  38.5％
全　　体　52社 100.0％

売上高増加、経常利益増加 売上高増加、経常利益横ばい 売上高増加、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 その他

製造業 非製造業 全　体

合計
52社
100％

4社
7.7％

4社
7.7％2社

6.3％

1社
1.9％1社

3.1％
1社

5.0％

2社
6.3％

1社
5.0％ 3社

5.8％

合計
32社
100％

2社 6.3％
2社 6.3％

合計
20社
100％

3社
15.0％

2社
10.0％

3社
15.0％ 5社

9.6％

5社
9.6％

19社
36.5％

3社
9.4％

13社
40.6％

6社
30.0％

7社
21.9％

4社
20.0％ 11社

21.2％

協 会 独 自 調 査

2022年経営重点目標・方針2022年経営重点目標・方針

売上高増加、経常利益増加 売上高増加、経常利益横ばい 売上高増加、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 その他

製造業 非製造業 全　体

合計
52社
100％

4社
7.7％

2社
3.8％

1社
1.9％

1社
1.9％

合計
32社
100％

2社
6.3％

合計
20社
100％

9社
17.3％

9社
17.3％

6社
11.5％

6社
18.8％

4社
20.0％

3社
15.0％

2社
10.0％

2社
10.0％

11社
34.4％

9社
45.0％

20社
38.5％

4社
12.5％

5社
15.6％

1社
3.1％

2社
6.3％

1社
3.1％

　2020年度の業績は、コロナ禍での影響が大きく減収減益が36.5％、売上げ減少（利益が増加、減少を含め）
17.3％と苦しい状況が見えます。一転、2021年度の業績見込みは増収増益が38.5％、売上げ増加（利益横ばい、
減少を含め）19.2％と回復基調が見られます。2022年度の見通しについては売上げ利益ともに増加を予測し
ている企業が半数です。
　2022年度の重点課題は、新規開拓、新規事業分野の開拓、人材確保や人材育成と続き、海外市場の開拓、
DXの推進、IoTの活用等デジタル化へのニーズが増えています。重点課題への具体的な対策としては新し
いマーケットの開拓や新工場や自動化への取組等旺盛な投資意欲が見受けられます。

	 	2020年度、2021年度の業績及び2022年度の見通し		

■2020年度の業績

■2021年度の業績（見込みも含む）
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▼製造業
重点課題 解決のための施策

● 自社製品の拡充
● 首都圏拡大
● 流通機能強化

● 新製品の開発
● 首都圏営業人員シフト
● DXの推進

● 人材の確保 ● 有償人材紹介会社の活用
● 新規商品の供給 ● 設備の新規導入
● 新規顧客の拡大
● 新商品の販売促進

● 新しいマーケットの開拓
● 営業力の強化

● 新規ユーザー、サプライ
ヤーの拡大

● DXの推進
● リベラルアーツを高める

● 展示会への出展
● コンサル導入
● 研修、勉強会の強化

● 仕事量確保 ● 新しい製品開発
● 適正な生産体制の構築
● 物流コストの見直し
● 技術力の向上

● 生産設備の見直し
● 積載効率と出荷拠点の見直し
● 開発と量産部署への設備導入

● 新規顧客開拓 ● 営業マン育成
● 生産性の向上
● 原価低減

● 機械化、自動化の取組み
● 代替材料の模索

● 売上拡大、業界開拓
● 設備投資

● 情報収集の拡大

● 組織全体の若返り
● 一人一人のスキルアップ
● 新規事業の展開

● 新規採用・新人採用の徹底
● マニュアルの再整備
● PC・スマホ・アプリの使用
による効率化

● 新しい特許製品の売上拡大 ● 人財の確保（中途採用にて）
● 売上拡大に伴う土地の確保

● 人財育成
● ソフト販売力向上
● 鋼材価格の急騰

● 提案勉強会
● IT人材の採用
● 仕入先との密な情報交換

● 新規事業による売上拡大
● B to BだけでなくB to Cも

● 新工場、新設備導入
● Web担当設置

● 新規開発品リリース、コロ
ナ下で開発遅れ

● 今が踊り場、開発品（次の
柱商品）の立ち上げに注力
していきたい

● 研究開発の強化
● マーケティング活動。ノウ
ハウ習得するべく人材育成
を強化していく

● 原価低減 ● 従業員の教育
● 新商品の企画と開発
● Net関連での取引充実
● 新規得意先の開拓

● 若い社員の思い切った登用
● Net環境の充実
● 営業、開発における粗利重視

● 働き方改革
● コストの選択と集中
● 人財育成

● 業務の見直しとシステム化
● リアルタイムのコストテー
ブル把握

● 組織改革と目標設定
● 新規事業拡大 ● 技術者養成
● 海外事業
● 商品開発
● WEB戦略

■重点課題およびその解決に向けた具体的な施策（複数回答）
	 	2022年度の重点課題・施策・長期展望		

■2022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
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

10社
31.3％
10社

31.3％
15社
46.9％

4社
12.5％

14社
70.0％
14社
70.0％

6社
30.0％

24社
46.2％
24社
46.2％

4社
7.7％
4社
7.7％

21社
40.4％

10社
31.3％
10社
31.3％

16社
50.0％

5社
15.6％

11社
55.0％
11社
55.0％

2社
10.0％
2社

10.0％

1社 5.0％1社 5.0％
6社

30.0％

21社
40.4％
21社
40.4％

22社
42.3％

7社
13.5％

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

利益増 利益横ばい 利益低下 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
少しどんよりして来た 回答なし

それほど変化はない

売上増 売上横ばい 売上低下 回答なし

2社 3.8％2社 3.8％3社 5.8％3社 5.8％

1社 1.9％1社 1.9％

15社
46.9％

11社
34.4％

13社
25.0％

12社
60.0％

27社
51.9％

1社 1.9％1社 1.9％

1社 5.0％1社 5.0％

22社
68.8％

6社
18.8％

34社
65.4％

7社
13.5％

12社
60.0％

3社 9.4％3社 9.4％ 1社 3.1％1社 3.1％1社 3.1％1社 3.1％

6社
30.0％
6社

30.0％
2社

10.0％
2社

10.0％

5社
15.6％
5社

15.6％

7社
35.0％
7社

35.0％

3社 9.3％3社 9.3％ 1社 3.1％1社 3.1％

11社
21.2％
11社

21.2％
10社
19.2％
10社
19.2％
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● 付加価値向上 ● 収益性アップのための取引
条件改善

● 脱包装用途企画品の開発
● エネルギー問題
● 人材育成、採用
● 技術継承

● 省エネ設備
● 新規設備
● 人財育成

● マネージャー層の教育
● 海外を中心に対面ミーティ
ング機会増

● 社内技術伝承

● 経営者自らの企画・立案・
実行

● アラ・コラ（アライアンス・
コラボレーション）作戦の
拡大

● オープンインベンションの
深化

● オープンイノベーションの
進化

● 品質保証体制強化
● 量産新製品獲得
● 第二工場（国内）設立活動

● 新規顧客要求品質の把握、
教育

● 営業担当人員増、イプロス
（製造業検索サイト）活用
● 土地取得、建設会社決定、
計画策定

● 「売上拡大に向けた」新製
品拡販

● 固定費削減
● 利益改善

● 展示会の出展等、新規開拓
● 残業削減
● クラウド等、IT・AIの活用

● 資材価格の値上げで利益減
少

● 売上げ増加または販売価格
をアップさせ、利益率確保

● 商品に付加価値をもたせる
● IoT・デジタル化の戦略商
品開発、実用化

● 理系人材確保

● 協力企業との連携強化
● 求人打ち出し方の刷新

● 新製品開発
● 海外市場開拓

● 海外販売子会社の強化
● 開発力強化

● 新製品の開発ラッシュで売
上拡大

● 研究体制の充実
● 工場拡大

● 人材確保（特にパート）

▼非製造業
重点課題 解決のための施策

● 従来路線の技能強化 ● 既存商品の技能強化
● 販売チャネルの開拓

● 新商品開発と販売
● 新規顧客開拓
● 海外業務の拡大

● プロジェクトチームでの取
組み

● 営業社員への研修
● 海外とのオンラインMTG強化

● 新規顧客拡大
● 新規サービス開拓

● 人財育成
● DX推進

● 基幹システムの有効活用
● 業務分担、省力化による長
時間労働の抑制と休暇促進

● 在庫・利益管理フローの公
式化

● 電子商取引の推進
● 新規顧客・商材の開発
● 子会社の事業拡大と収益改
善

● 人材の育成

● 重点商品のメーカーとの協業
● 親会社によるサポート、指
導の強化

● 教育研修の充実
● サプライチェーンの確保
● 新規顧客開拓

● 展示会へ出展
● 銀行等から紹介を得る

● 人材確保と育成
● 海外展開

● 通年採用と若手の育成
● パートナーとの連携強化

● DX ハード、ソフト
● おもてなし強化
● 営業強化

● DX 人材の育成
● 小旅行客の獲得

● 売上高の伸長と利益率の向上
● デジタル化への対応
● 財務体質のより一層の強靭化

● 新規商材、新規市場へのチャ
レンジ

● ITシステム更新と新ツール
導入

● 有利子負債の削減と売上負
債圧縮

● 人材確保 ● 人材用の財源確保
● 事務所の管理体制の整備 ● 管理のためのミーティング

の実施
● 事業ポートフォリオの再構築
● 採用の強化
● 組織体制の強化

● 新規事業への投資
● ブランディング戦略の実施
● チームミーティングの活発化

● ペーパーレス化
● 効率的な営業推進

● 「でんさい」の導入や会議資
料のペーパーレス化

● SFAシステムの展開（前期
より試行）

● 人材育成
● 利益確保
● 業務改善

● DX
● ビジネスモデルの変化
● 意識改革

● 新事業スタイルの構築
● DX化戦略

● プロジェクト
● 組織変更

● 事業部制の構築
● 人事制度の再構築

● 中間管理職の登用
● M&Aの活用
● 商品開発力の強化

● サプライチェーンの全体最
適化

● 個人の能力を最大限に発揮
できる環境整備と人材育成

● 事業活動を通じた環境への
取組み

● 流通プラットフォームの構築
● 人事制度改革、組織変更
● ごみの出ない物流、ユー
ザー様直送

● 人材採用
● 国内外拠点の拡大、移転

● 人材確保のツールを広く活用
● 最適物件の調査、スピード
UP

▼製造業
	●	人材育成
	●	人材の確保
	●	技術者の確保と育成
	●	会社の強みを活かして社会の問
題を解決していく
	●	当社の考える世界観の明確化
	●	ロボット化
	●	新製品を柱として発展させる
		（EGR燃料電池ファン）
	●	標準品から特殊品への移行を継
続
	●	日本と海外（タイ）で分業を最適化

 
 
 
 

 
 

 

	●	健全な企業経営
	●	社会の進歩発展に貢献する
	●	既存事業からの展開
	●	ウェブの充実
	●	「移動ラックは三進」
	●	ソフト力を高める
	●	FFE事業への本格参入
	●	純資産、キャッシュを増やす
	●	若手社員の雇用
	●	売上に左右されない利益の確保
	●	人手不足の解消
	●	老朽化設備の更新
	●	事業領域の拡大

 
 

 
 
 
 
 
 

 

	●	世代交代
	●	関西万博に向けた企画商品開発
	●	採用育成
	●	省エネ実践・開発
	●	Vision2036（当社100周年）
		「カーボンニュートラル社会の
エネルギー領域の中心にいる」
	●	３次産業から６次産業化へ
	●	６方良し経営
	●	10年後売上倍増
	●	10年後経常利益率5.0％
	●	付加価値の高い製品開発
	●	工場内の自動化推進

 
 
 

 
 

 
 

■自社の中長期のビジョンまたは目標（複数回答）
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▼新商品・サービスに関すること
	●	サブスクサービスの導入
	●	オリジナル製品の開発
	●	新ブランド立ち上げ
	●	角パイプによる新製品開発
	●	在庫管理システム等の販売強化
	●	お客様と共同開発・協業プロジェ
クトを増やしていく

	●	医療事業への参入
	●	精密加工
	●	営業、B	to	CのDX
	●	新市場であるLNG燃料船へ資源
投入

	●	カーボンニュートラル技術の社内
勉強会

	●	NINJA	WHEELの展開
	●	抗菌製品の販売
	●	Web制作の受注
	●	植物製品の開発
	●	自社製品・サービス拡大
	●	新しいクラウドサービスを開発・
提供

	●	清掃・リニューアル事業に取組み
	●	設計事務所との共同開発による新
商品の開発

	●	「MROストッカー」（置き工具サー
ビス）
	●	企業秘密のため無回答

▼新しい製法や工程に関すること
	●	治具を用いた生産工数の削減
	●	既存設備から新規設備への入れ替
え
	●	新分野の設備導入
	●	ロボットへの積極活用
	●	エコ・再生材料での製造要請

▼新市場の開拓
	●	隣接業界への進出（研究）
	●	自社のパフォーマンスを上げ、市
場プレゼンスを高める
	●	水道メーターメーカーとの協同開発
	●	専任による新規開拓営業
	●	メーカーとのコラボによる新規顧
客アプローチ
	●	自衛隊とのビジネス
	●	市場開拓戦略
	●	メンバー増員

■新しい取り組みの実例

000 03500 35社25 302015105

新商品・サービスを
開発している

組織の改革を行っている

需給や流通過程を見直し
物流効率を上げた

新しい製法や工程に
取り組んでいる

新市場を開拓している

20 11

製造業 非製造業 （全体＝52社）

全体 31
(59.6％）
全体 31
(59.6％）

10 4 全体 14
(26.9％）
全体 14
(26.9％）

17 7 全体 24
(46.2％）
全体 24
(46.2％）

2 3 全体 5
(9.6％）
全体 5
(9.6％）

4 11 全体 15
(28.8％）
全体 15
(28.8％）

　全ての企業で１つ以上の項目に取り組んでおられました。業務や組織を常に見直し、絶えず改革を行って
いる様子が伺えます。単に新商品や新サービスにとどまらず、CSRやSDGsを念頭に置いた回答も多く見ら
れました。

▼需給や流通過程の見直し・物流効
率の改善
	●	外部委託から自社へ取り込みを行う
	●	コスト削減
	●	米国との毎週のテレビ会議
	●	物流子会社設立、準備室の発足
	●	新物流センター、マテハン機器導
入

▼組織の改革を行っている
	●	Net社会に対応できる人材の登用
と活用
	●	プロジェクトチームの活動
	●	卸売業であるが、製造機能（ファ
ブレス）を持ったビジネスモデル
を目指す
	●	若手社員の起用
	●	オフサイトミーティングを積極的
に活用し、全社リモートと相乗効
果を上げる
	●	グループ会社との連携強化
	●	本部制、横串プロジェクト
	●	組織変更
	●	技術・開発部門への増員
	●	ホールディングス制への組織改革

	●	三ヵ年計画あり：15％ UP
	●	デジタル商品の戦略化
	●	海外市場の開拓
	●	物流体制の刷新
	●	ニッチトップ、自社開発

▼非製造業
	●	業種別パッケージソフトの拡充
展開
	●	売上の柱となるオリジナル商品
の開発、取扱い
	●	海外売上比率の向上

 
 
 

 
 

 

	●	人財育成強化
	●	流通戦略の見直し
	●	成長力の強化
	●	海外ビジネスの拡大
	●	ストック型ビジネスモデルへの
転換
	●	支配人の育成
	●	理念の浸透
	●	収益性と安定性を高レベルで維
持
	●	社員満足度（E/S）の向上
	●	人手不足の解消

 
 
 

 
 

 
 

	●	マーケティングをオペレーショ
ンで実現する
	●	堅実な成長
	●	売上50億円
	●	ものづくりの基本を学ぶ
	●	アルミ型材・板材のサプライヤ
ー機能の強化
	●	日本のモノづくりのプラットフ
ォーマーになる
	●	「最速」「最短」「最良」の納品
を実現
	●	グループ売上をまず500億の達成

 
 
 
 

 
 

■新規事業、新しい取り組み



－ 19 － 2022. 新年号

大卒採用内定数 高卒採用内定数

0 100 0 1000％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

9社
28.1％
9社

28.1％
11社
34.4％
11社
34.4％

7社
21.9％

0人 1～5人 6～10人 11～20人
21～50人 51～100人 回答なし

2社 6.3％2社 6.3％ 2社 6.3％2社 6.3％

3社 5.8％3社 5.8％

1社 3.1％1社 3.1％

6社
30.0％
6社

30.0％
7社

35.0％
7社

35.0％
3社

15.0％
3社

15.0％
2社

10.0％
2社

10.0％

1社 5.0％1社 5.0％

1社 5.0％1社 5.0％

15社
28.8％
15社

28.8％
18社
34.6％
18社
34.6％

5社
9.6％
5社
9.6％

9社
17.3％
9社

17.3％

1社 1.9％1社 1.9％

1社 1.9％1社 1.9％
0％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

7社
21.9％
7社

21.9％
10社
31.3％
10社
31.3％

13社
40.6％

0人 1～5人 6～10人 11～20人
21～50人 51～100人 回答なし

2社 6.3％2社 6.3％

2社 3.6％2社 3.6％

9社
39.1％
9社

39.1％
3社

13.0％
3社

13.0％
10社
43.5％
10社
43.5％

1社 4.3％1社 4.3％

16社
29.1％
16社
29.1％

13社
23.6％
13社
23.6％

23社
41.8％
23社
41.8％

1社 1.8％1社 1.8％

	 	2022年度、2023年度の採用		
■2022年３月新卒採用

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37％、「目標に
届かなかった」は40％であった。

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35％、「目
標に届かなかった」は29％であった。

大卒 高卒

0 100 0 100

中途採用 外国人採用

0 100 0 100

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

16社
50.0％
16社
50.0％

9社
28.1％

0人 1～5人 6～10人 11～20人 21～50人 51～100人 回答なし

2社 6.3％2社 6.3％1社 3.1％1社 3.1％ 2社 6.3％2社 6.3％

1社 1.9％1社 1.9％

2社 6.3％2社 6.3％

4社
20.0％
4社

20.0％
7社

35.0％
7社

35.0％
5社

25.0％
5社

25.0％
2社

10.0％
2社

10.0％

1社 5.0％1社 5.0％

1社 5.0％1社 5.0％

5社
9.6％
5社

9.6％
23社
44.2％
23社
44.2％

7社
13.5％
7社

13.5％
11社
21.2％
11社
21.2％

3社 5.8％3社 5.8％

2社 3.8％2社 3.8％
0％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

10社
31.3％
10社
31.3％

17社
53.1％

1社 3.1％1社 3.1％ 2社 6.3％2社 6.3％

2社 3.8％2社 3.8％

1社 3.1％1社 3.1％1社 3.1％1社 3.1％

4社
20.0％
4社

20.0％
3社

15.0％
3社

15.0％
12社
60.0％
12社
60.0％

1社 5.0％1社 5.0％

13社
25.0％
13社
25.0％

5社
9.6％
5社
9.6％

29社
55.8％
29社
55.8％

2社 3.8％2社 3.8％

1社 1.9％1社 1.9％

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

4社
12.5％
4社

12.5％
7社

21.9％
7社

21.9％
19社
59.4％

2社 6.3％2社 6.3％

2社 3.8％2社 3.8％

3社
15.0％
3社

15.0％
9社

45.0％
9社

45.0％
7社

35.0％
7社

35.0％

1社 5.0％1社 5.0％

7社
13.5％
7社

13.5％
16社
30.8％
16社
30.8％

26社
50.0％
26社
50.0％

1社 1.9％1社 1.9％

0％ 100％80％60％40％20％

製造業
32社

全　体
52 社

非製造業
20 社

5社
15.6％
5社

15.6％
6社

18.8％
6社

18.8％
19社
59.4％

2社 6.3％2社 6.3％

2社 3.8％2社 3.8％

3社
15.0％
3社

15.0％
9社

45.0％
9社

45.0％
7社

35.0％
7社

35.0％

1社 5.0％1社 5.0％

15社
28.8％
15社
28.8％

8社
15.4％
8社

15.4％
26社
50.0％
26社
50.0％

1社 1.9％1社 1.9％

■2023年３月新卒採用



－ 20 －  2022. 新年号

実施している企業（34社）へ、今後の予定 実施していない企業（18社）へ、今後の予定

	 	コロナを契機とする経営環境、労働環境の変化		
　新型コロナウイルスの流行が労働環境やビジネススタイルの変容を促しました。まだ予断を許しませんが、
収束後に以前に戻すことは少ないようです。
　テレワークを導入していない理由として、特に製造現場では実施が難しく、部門間で不公平感がでること
などから、今後も導入予定がないようです。その分徹底した衛生管理を行い感染予防をしておられます。
　サプライチェーンや商流の変化については、様々な方策を取る反面、「特に変えていない」との回答も多
く見られました。今回のコロナに限らず、常にあらゆる危機を想定して対策を取られていることの表れと思
われます。

■テレワークまたはリモートワークについて

0 40社20 25 30 3515105

実施していない

実施している 20

12 6

14

製造業 非製造業 （全体＝52社）

全体 18
(34.6％）
全体 18
(34.6％）

全体 34
(65.4％）
全体 34
(65.4％）

■サプライチェーンや商流の変化（複数回答）

0 20社15105

現状維持

縮小して
実施

中止する

対象を拡大 5 2

12

3 3

7

製造業 非製造業 （全体＝34社）

全体 7 (20.6％）全体 7 (20.6％）

全体 19 (55.9％）全体 19 (55.9％）
全体 6 (17.6％）全体 6 (17.6％）

全体 0 (0.0％）全体 0 (0.0％）
0 20社15105

1 1

11 4

製造業 非製造業 （全体＝18社）

全体 2
(11.1％）
全体 2
(11.1％）

全体 15
(83.3％）
全体 15
(83.3％）

導入予定
なし

テレワーク
を導入する

0 30社15 20 25105

国内の仕入れ・調達先を増やした

拠点を海外から国内に戻した（戻しつつある）

海外の仕入れ・調達先を（他国へ）変更した

仕入れ・調達先を分散した

特に変えていない

取扱品目を減らした

部品の標準化・規格化や互換性の向上に努めた

B to B から B to C へ舵を切り出した

ネット販売に力を入れている

6 6

1 3

6 2

20 9

1

5 3

2

2 3

製造業 非製造業 （全体＝52社）

全体 0 (0.0％）全体 0 (0.0％）

全体 4 (7.7％）全体 4 (7.7％）

全体 8 (15.4％）全体 8 (15.4％）

全体 29 (55.8％）全体 29 (55.8％）
全体 1 (1.9％）全体 1 (1.9％）

全体 8 (15.4％）全体 8 (15.4％）

全体 2 (3.8％）全体 2 (3.8％）

全体 12 (23.1％）全体 12 (23.1％）

全体 5 (9.6％）全体 5 (9.6％）

その他の意見：
「今後は部門により状況を見て拡大・縮小を検討していく」
「テレワークの継続に関しては女性社員の要望による」



－ 21 － 2022. 新年号

策定・公表の有無 策定・公表の理由（策定・公表していると回答の企業）

	●	BCP対策として以前から推進
	●	求人難
	●	職人不足
	●	原材料の高騰
	●	材料費の値上げ
	●	材料の不足
	●	鋼材価格の急騰（76％以上）
	●	鉄鋼原材料の高騰
	●	半導体不足
	●	原材料メーカーの発言力アップに
対する懸念

	●	仕入先の事業再構築による供給停
止

上記の見直しや実施にあたっては、新型コロナ以外に下記の要因が挙がりました。

また、「コロナにより加速した」「新型コロナ対策以外の理由なし」という回答も見られました。

	●	運送費の急騰
	●	輸出入時の船便、空輸便の不足
	●	設備の老朽化
	●	海外現法の機能強靭化
	●	品種・材料の統一による生産性の
向上を狙うため
	●	コスト削減、調達面の向上
	●	DX、ESG、SDGs推進
	●	よりDXを推進
	●	DX化推進
	●	働き方改革、品質向上のための
DX推進
	●	FFE参入のための布石

	●	各部署の目標達成を数値化し、部
署全体の考課に反映させた
	●	ワークライフバランスを意識した
柔軟な業務形態を目指す
	●	キャッシュレス、各種業務をシス
テム化し、残業時間を削減した
	●	育成計画を見直し
	●	積極的にリモートワークの展開→
オンラインセミナーの充実
	●	商品紹介のホームページ（SEO）の
強化

0 30社15 20 25105

策定・公表を
延期した

策定・公表を
取りやめた
策定・公表
していない

策定・公表
している 20

2

1

9

9

1

1

9

製造業 非製造業 （全体＝52社）

全体 29 (55.8％）全体 29 (55.8％）
全体 3 (5.8％）全体 3 (5.8％）

全体 2 (3.8％）全体 2 (3.8％）

全体 18 (34.6％）全体 18 (34.6％）

0 25社15105 20

5

11 4

13 7

5

製造業 非製造業 （全体＝29社）

全体 10 (34.5％）全体 10 (34.5％）

全体 15 (51.7％）全体 15 (51.7％）次世代経営人材の
育成

社員の
モチベーションUP

ステークホルダー
への情報発信

全体 20 (69.0％）全体 20 (69.0％）

延期、取りやめ、非公表の理由（延期、取りやめ、策定・公表していないと回答の企業）

0 15社105

（コロナで）従前の計画の見直しを余儀なくされた

急な環境変化に対応できるよう見直す

具体的な数値目標の設定をやめた

策定・公表に時間やコストをとられたくない

その他

1 1

4 6

1 1

2 3

3 2

製造業 非製造業 （全体＝52社）

全体 2 (8.3％）全体 2 (8.3％）

全体 10 (43.5％）全体 10 (43.5％）

全体 2 (8.3％）全体 2 (8.3％）

全体 5 (21.7％）全体 5 (21.7％）

全体 5 (21.7％）全体 5 (21.7％）

その他の理由
「経営に必要」
「ジュニアボード制で、若手で事業計画策定」
「企業として売上UPのため」
「目標設定し、全社員のベクトルを合わせる」

その他の理由：	「作ることが目的になりがち。１年先までで十分である」
　　　　　　　「時代の変化が激しいので、翌期計画の策定、発表に留めている」

■中期経営計画について



－ 22 －  2022. 新年号

取り組んだこと 取りやめたこと メリット デメリット
● 会議の効率化（テレビ会議の
活用）

● 行事関係（仕入先との研究会
など）復活予定

● 経費削減 ● 行事中止による仕入先（得意
先）

● 支払いのキャッシュレス化 ● 受取手形（紙）→「でんさい」
に変更

● 業務の簡素化

● 各社員への健康管理の徹底、
Zoomでの会議

● 集まっての全体会議 ● 移動に伴う時間の節約

● テレワーク、オンライン営業、
WEB会議

● 出張 ● コスト抑制：出張費の削減、
交通費の削減

● 特になし

● テレワーク、時差出勤 ● 全員を集めての研修、会食
● Zoom会議・打合せが増えた。
業務フローの活用

● ムダな作業 ● 出張の削減、回覧物の削減、
業務の集約

● システム導入に関わるイニ
シャルコスト

● テレワーク・リモートワーク ● 集合しての会議、出張 ● 出張費など販管費の削減と生
産性の向上

● 特になし

● 時短、休業 ● 通例会社行事 ● 経費削減 ● 製販のコミュニケーションが
欠如した

● リモート対応（業務、営業、
設計、施工等）

● 社内旅行、親睦会 ● 年間休日の増加、残業時間削
減

● 仕入先・得意先との情報交換
が減少した

● コロナがきっかけではなく、
売上目標は設定せず粗利目標
で会社運営をしている。売上
は急激に変化する為、利益目
標からの逆算で毎月の数字を
定めている

● 利益（粗利）の見える化
● 利益の意識・認識が全社員で
統一

● 社内間のオンライン会議 ● 移動時間、費用の削減 ● 伝わり具合が低下
● リモートでの会議や打合せ ● 外部の人との直接接触（やめ

たのでなく少なくした）
● 会議での全員タブレット使用
により、一気にペーパーレス
化が進んだ

● リモートでは細かい所が伝わ
らなくて、しばしば間違いが
生じた

● リモートワークの実施 ● 出張、懇親会の取りやめ ● 組織の削減 ● コミュニケーション不足
● テレワーク ● 社員のITスキルの向上
● 人事評価制度 ● まだ具体的には生じていない
● 休日増加 ● 集合式の朝礼、会議 ● 時間短縮 ● コミュニケーション不足
● 短時間会議を増やした ● 社内行事、コミュニケーショ

ン
● 出来る方法を考えるようになっ
た

● 会話が減る。思い出作りがで
きない

● 取引先の社員訪問による情報
収集、お客様を招いての勉強
会

● 新年互例会、忘年会 ● お客様との距離が近くなった
● GHG（温室効果ガス）削減
技術が社員にとって身近に
なった

● DX、GX グリーントランス
フォーメーション

● MTG・会議等の再構築

● PCR検査の月次実施継続
● Web会議。工程動画の制作

● なし ● 海外工場との会議活性化
● 顧客からの評価アップ

● 費用、時間を費やした

● テレワーク、クラウド化（加速）、
Web会議

● 客先訪問（戻りつつある）、
来客対応

● 時間・コスト削減 ● 意思疎通

● 在宅勤務のできるPC環境、
ネットワーク、機具等整備

● 勤務方法の選択肢の増加

● 展示会
● 働き方改革のテレワークでの
あり方の検討・確立

● 社内コミュニケーションの充
実

● 出勤時間（通勤時間）の２段
階制への移行

● DX、RPAへの取組み

● 朝の全体朝礼、BBQ大会、
社員旅行、ボーリング大会、
会社目標発表会、忘年会、合
宿勉強会、出張

● 経費の削減（他はあまりない）● 社員のモチベーションUP、
社員間の相互理解とチーム
ワークの形成などに影響

■新型コロナがきっかけで行った施策



－ 23 － 2022. 新年号

▼社内での取り組み
	●	環境に配慮したものの使用、水・電気の使用料の削減
等

	●	ペーパーレス化
	●	再生材の利用の検討
	●	梱包材料の見直し
	●	脱プラスチックの動き、リサイクルの優等生である段ボ
ールを生かし、顧客のSDGs推進の一つになることをア
ピールしている
	●	冷暖房：冷房28℃　暖房24℃
	●	全社をLED化することで電気使用量を削減した
	●	省エネ、ゴミ削減など
	●	ゴミの出ない物流
	●	TSV（TRUSCO	Shared	Value）活動

	 	SDGsについての取り組みや、自社事業との関わり等		
　環境マネジメントシステムに取り組むなど、SDGコンパス（SDGsの企業行動指針）が示される以前から
多くの企業がこれらの問題に関心をもっておられます。
　会社の事業活動そのものがSDGsにつながっているので、社業によって社会に貢献することは自然なこと
と捉えておられるように感じました。

	●	本年度中に構想をまとめ、来年度中に目標を定めてプ
ロジェクトチームを立ち上げる計画
	●	毎年SDGsにかかる社員研修を実施し、意識向上に努
めている
	●	2021.10.1　SDGsキックオフ実施済み
	
▼ 事業活動、製品やサービスでの取り組み
	●	多様なユーザーニーズとの橋渡し
	●	安全な社会資本の整備への貢献
	●	人と技術と環境の調和のための取り組み
	●	自社製品を通じて安全な水を提供。健康的な生活の確
保（水関連機器、衛生関連機器）
	●	きれいな水の提供
	●	社会に貢献できる製品。脱炭素

● オンラインセミナー
● リモート会議

● ステークホルダーを幅広く集
める事ができ、情報発信がし
やすくなった

● リモート会議に必要なス
ペースが必要となった

● 承認・回覧書類の電子化 ● 決裁の進捗の見える化
● リモートワーク、Web会議、
ペーパーレス

● 社内会議の大半 ● コスト抑制：出張費の削減、
交通費の削減節約

● 海外駐在員の会議出席

● コミュニケーションの難しさ
● 新人教育の難しさ

● リモートワーク ● 出張、交通費の削減 ● コミュニケーション不足
● オフィス減床 ● コスト削減
● ITの強化（ソフト、ハード）
ライフスタイル型へ

● 小旅行のお客様が増えた

● テレワーク（在宅勤務）、Web
会議（Teams利用）

● 業務のペーパーレス化、旅費
交通費の大幅削減

● 健康管理 ● 早期発見（病気）が増えた ● 費用がかかる
● 全社リモートの早期実施 
（2020年４月）
● 本社の廃止。シェアオフィス、
WeWorkへの移転

● 大阪・東京の組織
● 通勤（在宅へシフト）

● ペーパーレス化の進展、クラ
ウドツールの利用、ナレッジ
の蓄積（見える化）

● 若手への指導育成の壁が高く
なった

● Zoomでの会議や打合せ ● 不要不急の出張中止 ● 出張経費や時間の削減、他拠
点との打合せ活発化

● 特になし

● 基本を大切にする
● ウェビナー、Zoom商談 ● 定期出張 ● 時間の効率化、ムダがなく

なった
● なし

● オフィスの分散化
● 感染対策の確立・感染症のた
めのガイドライン作成

● 危機管理チームを発足

● 会食などの接待、出張 ● Web会議が進展した ● 直接のコミュニケーション不
足により表面的な意思決定に
なりがち

● オンラインでの営業活動、
Web会議、マスクの自社製造

● なし ● コスト抑制、営業活動の効率
化、モノづくりノウハウの獲
得

● コミュニケーション不足

● テレワーク、Web会議 ● 社員旅行、新年会等（社員の
健康最優先のため）

● 会議の前準備能力の向上 ● 特になし
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	●	太陽光発電・LNGコジェネシステムによるCO2削減
	●	植物工場プラント製造販売
	●	当社のエネルギー化を推進する事業活動こそがSDGs
取り組みに関わる

	●	再生可能エネルギー導入、PPA事業取組み
	●	会長が旗振り役になって推進。文房具というものは材
料として紙、プラスチックの使用が多いため積極的に
素材探しに努めている

	●	環境ビジネスが元々主業である
	●	中小企業のお客様の経営合理化に貢献できること――
自社の社会的使命の確認（社員全員）

	●	環境にやさしいエコ商品などの情報を月２回、顧客に
対して定期配信している

	●	「ねじ」はくり返し取付け・取外しができる部品であ
ること

	●	お客様と共にCO2の削減をする「エコ泊」を増やして
いる

	●	修理サービス「直治郎」の推進
	●	ワンストップサービス
	●	物流部門において廃棄物の有効利用や削減に取り組ん
だ

	●	エネルギーシステム開発等
	●	環境商材の販売

▼地域社会貢献、社会問題解決、文化活動支援
	●	地域清掃等への積極的参加

	●	地域の中学生（生徒会とのかかわり）を通じて医療従事
者への衛生用品を届けるSDGs教育に協力
	●	サンシンスマイル特例子会社設立で障がい者雇用に取
組み
	●	ダイバーシティ
	●	美術家の長坂真護氏の応援や関連会社によるギャラリ
ーの展開

▼環境問題への取り組み
	●	環境保全
	●	ISO14001に関連することでSDGsについて模索中
	●	21年４月にカーボンニュートラル準備室を創設
	●	CO2削減を意識し、合理化推進
	●	太陽光発電による自家消費
	●	GX（グリーントランスフォーメーション）に取組み中→
大阪・関西万博につなげる
	●	SDGsの15番（陸の豊かさを守ろう）をはじめ様々な項
目に沿って営業活動をしています。使用インキにバイ
オマスインキやベジタブルインキ、用紙はFSC森林
認証紙を使用したり、環境に配慮した取り組みをして、
顧客のお手伝いをしています

▼理念、考え方
	●	社会課題をビジネスで解決するのは創業からの考え方
につき、より強く今後とも推進していきたい
	●	「三方よし」で十分です

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 ＊

The plough goes before   
 the oxen.

第27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 ｝

「 本 末 転 倒 」
直訳は「犂（すき）が牛の前を行く」である。
世の中、諸事万端、上下左右、後先、先輩後輩、老若男女等の
配慮は自然の摂理である。
「下剋上」等、変革「イノベーション」の時代。だが、本質は
不変である。
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経営二世塾（第21期）塾生募集のご案内

２０２２年４月開講

■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40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！

参加資格

募集人員

参加費用

●中堅・中小企業の経営後継予定者
●年齢は原則として25才から50才まで

●20名（定員になり次第締め切ります）

●当協会会員：年間33万円

　　　会員外：年間39万6千円

※参加費とは別に、お申込み時入会金として別途１万1千円を申し受けます

※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込となります

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（e-mail：onishi@gourika.or.jp） 

       TEL：06-4794-9090 FAX：06-4794-9085 

開催場所

開催時間

●2022年４月より2024年３月までの２年間で計40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、夕食をご用意し意見交換会を行います（会社見学時除く）

開催期間

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。
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当時７年間勤めた一社目の会社から戻ってきたばかりで、父から促されるままに経営二
世塾に入塾。
それまでサラリーマンで経営者と縁遠い生活をしていた私にとって、経営者の卵の同期
９人と一緒に学び遊んだ機会はちょうど人生の転機を迎えた時期だったこともあり刺激に
満ちた時間となった。メーカーを中心に業種も様々であり、経験が少ない中で経営者と
してのふるまい、言動、行動全てに迷いながら二世塾の同期に励まされ救われたことが多 
かった。なにより皆、後継者であり将来の経営者で日々それなりのプレッシャーと責任に
さらされており、加えて二年間継続して顔を合わせ、時には泊りで裸の付き合いをすれば
仲が深まるのは早かった。二世塾で顔を合わせば笑いが絶えず詳細はあまり覚えていないが楽しかった思い出ばか
りだ。
私の至らなさから経営を離れて海外で仕事をしていた時期があった。そして父との縁が復活しFUKUIに出戻っ
た。７年間の時が経過していた。経営を離れる時も離れた後も経営二世塾の同期誰一人にも連絡をとらなかった不
義理な私に、経営塾同期の皆は出戻った私にあえて何も言わず７年前と同様に仲間として接してくれた。本当に感
謝しており救われた気持ちで一杯だった。現在では日々噴出する経営課題に直面した時も気軽に連絡を取り合い、
経営者としてどう考えているのか意見交換し合えることが会社経営の上で非常に役立っている。これも経営合理化
協会の皆さまが二年間じっくりと塾生同士の関係を高め合える機会を提供して頂いたおかげである。
三代目を拝命してから７年が経過し、経営課題に向き合っている毎日だが、二世塾の同期とどこかでつながって
いる安心感は私自身の大きな財産である。「一期一会」の日常の中で二年間同じ境遇で付き合う仲間は限られる。
時間の経過とともに響いてくる、そんな関係性をつくってくれるのが経営二世塾であり、私自身も今後もご縁を大
切に精進していく所存である。

当社は、創業間もない頃に相談役の片山長昭が入会をお願いして以来60年以上、経営３
世代にわたり、大阪府合理化協会様には、多方面でご支援いただいており、感謝申し上げ
ます。また、社長の片山知紀も経営二世塾の第１期生として、お世話になっておりました。
その様な経緯もあり、私が当社に入社して直ぐに社長から「創業時からお世話になってい
る経営合理化協会の経営二世塾に行ってはどうか。私は、苦しい時にここで学んだ事や、
出会った人達に何度も救われたよ」と入塾を勧めてもらいました。若手の２世経営者は、
入社する際に社内や家族ではなかなか共有しにくい特有の悩みを抱えがちです。その様な
悩みを解決できないままに、遂には事業継承までもうまくいかなかったと言う残念な話を
耳にする事があります。私自身は、悩みを相談できる経営二世塾の同期生や先輩経営者様とのご縁を早くにいただ
いたことで、今日まで何とかやってこられたと思います。そういう事もあって、私も取引先などで若手の２世経営
者に出会いますと、本人(継承者）と社長（親）の両方に経営二世塾をご案内する様にしています。
経営二世塾では２年間、座学と会社訪問（先輩経営者の講義）を隔週交互に学んでいくのですが、私は、訪問先
での経営者様の講義を毎回楽しみにしておりました。創業者、２世、３世経営者、様々な立場の経営者様が毎日を
高い志で精力的に働く姿を拝見しながら感嘆し、悩み苦しんだ日の話を生々しく語っていただいた時には、感銘を
受けた事を思い出します。20名にも及ぶ先輩経営者様から経営の厳しさと喜びを伝えて頂き、そして、これから経
営者の道に進む私達へのあたたかいエールを今でも忘れていません。座学では、士業や大学など様々なジャンルか
ら講師を招いていただき、密度の濃い授業であったと思います。しかしながら、先生との懇親会での業界裏話授業
が一番盛り上がったことは言うまでもありません。
同期生にも恵まれ切磋琢磨しながら、あっという間に経営塾の２年間は過ぎました。その後、KN会（経営二世
塾OB会）の会員となり、今でも同期生の皆様とは度々近況報告をしながら、刺激を受けつつ、楽しい時間を持っ
ています。

（株）福井製作所　代表取締役社長　福 井     洋（12期生）

片山チエン（株） 専務取締役　片 山 　 圭（17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。現在2022年４月開講21期生の参加者を募集中です。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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編集メモ
　新年明けましておめでとうございます。
　特集テーマは「攻めと守りのトランスフォーメーション」です。特に今号
は、企業事例や講演録で様々な脱皮を繰り返し成長している企業を紹介して
います。会員アンケートでも今年度の重点施策に新規事業への取り組みや新
製品開発への期待が多く読み取ることができます。中国での新型インフルエ
ンザ発生から約２年を経過しようとしていますが、コロナ禍は収まっていま
せん。協会の年頭方針は、「トランスフォーメーション（脱皮する経営）」と
しました。令和４年が良い年になるよう、協会も微力ながら会員企業のお役
立ちをしていきます。	 （高安）

新年号　（通巻 550 号）




