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右 井筒社長

経 営 者 料理旅宿 井筒安（いづやす）
を訪ねて

【法人名】株式会社井筒安旅館
【代表者】代表取締役／主人 井筒 安次郎
【創 業】１８３９年（天保１０年）【設立】１９５３年 【資本金】１０００万円 【従業員数】社員４名、パートアルバイト１５名
【事業内容】料理旅館
【所在地】京都府京都市下京区東洞院通下珠数屋町上る
【URL】https://izuyasu.com/ 【FB】https://www.facebook.com/izuyasu/

診断士が支援した企業の経営者に話をお伺いする企画の第３回は、１８０年続く京都の老舗企業、料理旅宿 井筒安さまです。
京都の文化や伝統を大切にしつつ、新しいことにチャレンジする同社の井筒社長にお話をお伺いしました。７代目として家業を
引き継いだ際の葛藤と診断士がどのように支援を行ったかなどを語っていただきました。

180年続く料理旅宿

また、社長のお名前の“安次郎”は代々、安次郎を本籍から
変更し襲名するしきたりだそうです。

京都駅から徒歩約10分、交通量の多い烏丸通から東に1本
入ると、ところどころ京都らしい建物が並ぶ閑静な路地に
なっています。料理旅宿

井筒安はその路地に面して建つ上

品な料理旅館です。格子のある伝統的な京建築で、落ち着
きと優しさを感じます。８室の客室と、食事ができるカウン

老舗の家に生まれ、幼い頃からいつかは引き継ぐものと

天井 省二氏（Ｐ６）、石橋 研一氏（Ｐ８）、上宮 克己氏（Ｐ１０）

ターと和室があり、宿泊客、食事客と併せて最大20席となっ

思っていたものの、心の中で井筒安の社長というものが自分

鈴木 文崇氏（Ｐ１２）、福地 真一氏（Ｐ１４）、小林 俊文氏（Ｐ１６）、星 雄仁氏（Ｐ１８）

ています。

の中でしっくりきていませんでした。社長のお言葉でいうと

【執筆いただいた方々】

同社は江戸時代後期の天保10年
（1839年）
に東本願寺にお

写真撮影時のエピソード
１０年ぐらい前、当時つきあっていた今の奥さんと京都に
花見に行ったときの写真です。花の命は短しですね。
土岡 信祐氏
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社長を引き継いだものの
しっくりこない

発行人：風谷 昌彦

編集人：東 純子

編集協力・印刷：㈱コミニケ出版

「腑に落ちない」です。何かを創作をするのが好きだったこ

参りをする旅人や僧侶のための料理屋、旅籠屋として創業

ともあり、カメラマンをしていました。そんな気持ちのまま、

し、約180年、７代続いています。棟方志功が宿にしていたり、

事業を承継することになりました。社長が26歳のときにお

数々の美術品や工芸品があったりと、歴史が息づいているお

父さまが亡くなられたのです。承継の準備をする時間もなく、

宿です。かといって堅苦しさや古臭ささは全くなく、居心地

経営者としての知識も足りないままでの社長就任でした。た

の良い雰囲気を醸し出しています。2013年に建物を改装し、

だ、そのような状態でも、社長のおばあさまが旅館の運営を

昔から続く建物を残しながらも、洗練された内装に仕上げら

担っており、経営的には問題ありませんでした。

れています。

経営者を訪ねて
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経営者として目覚める

昨年12月はお雑煮づくりで、老舗のプロの味を学べるという
ものでした。2月は割れた陶磁器の修理方法である金継ぎが

社長になることが腑に落ちていないながらも、一生懸命頑

できるワークショップでした。基本的には毎月イベントを催

張っていました。親戚の勧めもあり、経営者や後継者向けの

し、すでに１年先まで企画されています。井筒社長自らが企

研修をしている中小企業大学校の後継者育成講座を受講しま

画しますが、従業員も巻き込んで楽しみながら進めています。

す。何度か通っていた中で、講師であった中小企業診断士の

従業員も一緒に盛り上げる

風谷氏と出会いがありました。
腑に落ちないまま経営を続けていたためでしょうか、会
社の業績が思わしくありませんでした。帳簿を見ることがで

従業員の方も一緒にさまざまなことにチャレンジしていま
随所行楽の書

す。取材は2月でしたので、ちょうどバレンタインデーのチョ

戸惑っていました。そのときに、頭に浮かんだのが風谷氏で

それが、広間に掲げられている
「随所行楽」
という稲葉心田の

コを販売されていました。これは、お菓子づくりができる

した。すぐに連絡をとり支援を受けることにしました。そし

書です。
「そこに行けばそこの楽しみがある」
という意味です。

従業員がつくりました。お菓子が得意ならつくってみたら？

て、改革が始まったのです。

井筒安に行けば
「もてなしとおいしい料理」
そして
「＋ONE何

ということで、商品化したそうです。今後も従業員の得意分

か楽しいことがある」
。これこそがサロン的空間だと、ご自

野を生かしたイベントや商品企画などを行っていくお考えで、

身のビジョンと重なりました。

まだまだアイディアがあるそうです。

きても、経営者として何をどうしていけばよいのか分からず、

支援の中で、風谷氏から徹底的に問われたのは
「(旅館を)
どうしたいのか？ (井筒)自身がどうなりたいのか？」でし
た。ずっと
「変えたらあかん」
「
（変えると）
他所から何を言われ

自分のしたいことが明確になると、これまで抵抗があった

今は9割が外国人旅行客のため、英語ができるスタッフが

るか」と周囲から言われていました。そのため、建物も事業

建物のリニューアルにも踏み切ることができました。お話を

必要です。京都という立地を生かし、英語ができる大学生の

内容も引き継いだものを守っていくべきだと信じていました。

お伺いして、変化させることを受け入れられた一例が、棟方

アルバイトを採用しています。留学生が面白そうだからと応

しかし、風谷氏に問われてみて、したいことは、お越しいた

志功が宿泊した部屋をつぶして家族風呂にしたことだと感じ

募して、学生の間ずっと働いてくれる人もいるそうです。

だいたお客さま一人一人と対面して楽しんでもらうことだと、

ました。客室にお風呂を設けたかったのですが、建物の構造

お客さまに
「何気なく心地よい」
を感じてもらうために、採

それが性に合っているということに気づきました。

上できなかったため、男湯と女湯をやめ家族風呂を設置する

用は人柄を重視し、自分でやってあげたいことをする方針を

ことにしました。それをするために棟方志功が宿泊した部屋

社内で共有しています。

時代の変化に伴い、高度成長期以降は団体客も多く受け入
れていましたが、それ以前は何世代にも渡り、ひいきの文人
ました。画家や小説家が集まるサロンのような場となってい

るものもあります。それは
「空気感」
だそうです。目に見えな

ました。
「もう一度、サロンのような場を作りたい」
という想い

いもので引き継いだものは何ですか？ とお尋ねしたところ、

に至りました。

照れながらも
「空気」と即答されました。先代から
「本当に継

業 だけでなく文 化も

ぐべきものは、家屋や調度品ではなく、ここに宿る空気感」

引き継いでいかなけ

した。10年程度掛かって、井筒社長ご自身の中で納得でき

と言われており、それはご自身でも大切にしていきたいとこ

ればなりません。保有

る経営理念にたどり着くことができました。でも実は今回明

ろとのことです。

している貴 重な品々

社長ご自身の中で井筒安の経営者であることが腑に落ちま

確になった経営理念は以前から井筒安の中にあったのでした。

京文化を伝える活動を非常に熱心にされています。長く京

経営者を訪ねて

そのため、宿題は終わらせ
て引き継ぎたいということです。では、今残っている宿題は
何かというと、建物の耐震化だそうです。2013年の改装時
には耐震化まではできなかったため、自分の代で実施する計
画です。
風谷氏の支援を受けた始めた当初必要だったのは、凝り固
まった社長の頭の中の改革でした。支援を通して、今はとて
も頭が柔らかくなったと感じているそうで、最近は柔らかく

（文責：広報委員会 岡﨑永実子）

え ば、 訪 問 時 に は お

江戸時代後期のお雛さま

雛さまが飾られていましたが、私たちがよく目にする普通の
三人官女や五人囃子はいません。掃除している貴族と監視の

都で事業を営んできた当社にとっての強みは、京都にあると

幕府の役人がいる、江戸時代後期の風景を再現した御殿雛で、

考えています。京都に対する深い想いから、伝える内容には

大変珍しいものだそうです。釘を使わない木組み細工の御殿

こだわりがあります。日本文化に興味がある人をターゲット

は300ほどの部品に分かれて収納されています。設計図がな

に、京都文化の深く濃いところ、どこもやっていないことを

いため、親の組む姿を見て組み方を幼い頃から覚えていきま

することです。

す。今年は初めて6歳になるご子息に手伝わせることにしま

そして来ていただく方に、どうやって見てもらうか、楽し

ければならない状況でした。

同社においては、事

もそ の 対 象 で す。 例

京文化の発信と人が集う場
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承継について

引き継いだものを変える部分もあれば、大切に守ってい

宿題
（経営課題）を片付けな

なりすぎているかもとのことでした。

をつぶすことにしたのです。

墨客のお客さまとともに歩むことで成長してきた歴史があり

め、後継者は先代の残した

した。

んでもらうかを追求しています。その一つがイベント開催で、

また、次の世代に引き継ぐ際には、宿題は残さないと考え

さまざまな企画のワークショップが行われています。例えば、

ています。おじいさま、お父さまともに早くに亡くなったた
経営者を訪ねて
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Shoji Amai

天井 省二

事業承継

事業承継計画

事業承継計画作成のポイント

後継者がいない場合は、選択肢は「Ｍ&Ａか廃業か」

経営の承継に
「知的資産経営」
の
考え方を生かす

2．事業承継を円滑に進めるための対策を講じる
必要な項目は①関係者全体の理解を得る。 現経営者家族、
従業員、取引先などへの理解を得るための行動や方法、時期

「知的資産」とは図１に示すように、目に見えない経営資源の

ということになります。これまで、後継者がいない中小

を考えます。②人の承継を行う。経営を担える基礎能力を培う

事業を次世代につないでいく、これは簡単なことでは

総称であり、企業の競争力の源泉となっているものです。企業

企業の多くは廃業を余儀なくされていました。しかし、現

ための後継者教育について考えることは言うまでもありません。

ありません。周到な準備と計画的に行うことが必要です。

の競争力の源泉ですから、事業承継に当たっては知的資産をい

在は国が「事業引継ぎ支援センター」を全国に設置して

そして世代交代は経営者だけでなく、企業という組織の中でも

円滑な事業承継のためには、事前の準備が大切であ

かに毀損することなく次世代に引き継いでいく、さらに発展させ

いるのをはじめ、いろいろな中小企業のＭ＆Ａを支援す

必要になってきます。後継者の右腕人材の育成、高度化する経

ていくことが重要なことになります。
「知的資産経営」とは自社の

る機関ができています。後継者がいない＝廃業と考える

営に専門知識で補佐する人材など、必要な能力、人材をいつ、

「知的資産」を把握し活用することで、業績の向上や企業価値

どのようにつくり上げていくのか考えます。③株式・財産の分配

の向上に結びつける経営のことなので、まさに経営の承継に合

を考える。後継者にどのように株式を移動するのか、個人所有

致したものとなります。

の事業用資産をどうするのか。現経営者の死後、相続人間で

「知的資産経営」の実践は「知的資産経営報告書」や「事業価

の争い
（争族）
が起こらない対策を考えます。

り、次の3つの視点で検討し、整理します。

のではなく、一度はＭ＆Ａを検討すべきでしょう。

１．いつ承継するのか
中小企業経営者の退職年齢は高齢化しています。 小

規模事業者では70.5歳、中規模事業者では67.7歳とお

３．何を承継するのか

承継計画策定により円滑な事業承継を実現

下図１はそもそも事業承継とは何を承継すべきなのか

おむね70歳前後となっています。事業を承継するには、

値を高める経営レポート」といった形で今後「知的資産」をどのよ

を示したものです。人の承継については前項2．で説明

それなりの時間が必要です。
「退職年齢（70歳）
－社長の

うに活用して経営していくのかを自社内外へ表明することが第一

していますので、何を承継するのかという視点では、資

年齢 ＝ 事業承継期間」となります。会社の規模、事業

歩になります。これは大変な労力と時間がかかります。しかし、

産（財産）
と目に見えにくい経営資源の承継ということに

内容、後継者の素養・年齢などで一概には言えません

この作業を現経営者と後継者が一緒に行うことによって、現経

なります。

に書き込むと便利です。中小企業基盤整備機構では下図の書

営者はつくり上げてきた会社の強みをしっかり後継者に伝えるこ

式を提供しています。これは事業承継に関わる事柄を一覧でき
るようになっています。

が、スムーズに事業承継を行った企業は大体5年から10

資産の承継については親族内承継と親族外承継では

年かけていることを考えると、社長の年齢が60歳を超え

とができ、同時に今後解決すべき会社の課題に「気づき」を得る

若干の違いがあります。安定経営のために後継者への

ている企業は事業承継への行動をできるだけ早く起こさ

ことができると思っています。私は事業承継の大事なツールとし

自社株式の集中、事業用資産の整理、集中は親族内・

なければならないことになります。

て「事業価値を高める経営レポート」作成勉強会を行っています

外承継を問わず必要なことになります。自社株式は基本

が非常に有益なツールだと思っています。

的に持株比率で最低1/2超、可能であれば2/3以上を

「事業価値を高める経営レポート」については、下記HPをご参

後継者に集中したいものです。事業用資産は下図で示

照ください。

２．誰に承継するのか
事業を承継すべき後継者は決定しているのか未定な

すように中小企業は会社資産と経営者の個人資産が曖

のか、後継者と現経営者の関係はどのようになっている

昧になっています。例として土地は経営者個人の所有で

のかを考えます。20年以上前までは90％以上の企業が

あるが、上に建つ工場は会社の所有になっている場合な

親族から後継者を選んでいました。しかし、最近後継者

どです。そして、親族内承継の場合は、後継者への資

の属性は多様化しており親族内承継は約54％、親族以

産の承継に伴う後継者以外の相続人への配慮（争族の

外の従業員承継は24.6％になっています。

防止）
が必要でしょう。

※中 小企業庁委託調査
「中小企業の事業承継に関するアンケート調査」
２０１２年１１月 ㈱野村総合研究所

図１ 事業承継とは？

3．計画書に落とし込む
上の項目で考えたことを実施主体と時期がわかる一覧の書式

図２ 事業承継計画の概要 例

■中小企業基盤整備機構HP
「事業価値を高める経営レポート
（知的資産経営報告書）作成マ
ニュアル改訂版」
http://www.smrj.go.jp/tool/supporter/soft_asset1/

事業承継計画をつくる
1．事前準備で明らかにした情報をまとめる
まとめる項目としては①社長交代時期と事業承継期間を、社
長と後継者候補の年齢から考えます。②誰に承継するのか、最
適な後継者候補を考え、親族内承継なのか親族外承継なのか
を決めます。そして後継者の資質、事業に対する知識、能力を
明らかにします。このことにより後継者教育の方針を考えます。
③現経営者の家族関係を明らかにします。株式の所有割合をは
じめ、会社への金銭貸借など、会社との利害がある事由を全て

診断士
略歴

平成5年独立。経営計画、経営・営業戦略、
事業再生を得意とし、平成24年より中小機

構の事業承継コーディネーターとして事業承継計画策定

明記します。④株主の持株比率、現経営者との関係、会社と
の関係を明らかにします。⑤現経営者の財産を明らかにします。

最後に
今年度、事業承継税制改正があり、その中で事業承継計画
は非常に重要な位置づけを得ます。経営承継に適切なアドバイ
スができ、計画策定のスキルを持つ中小企業診断士の活躍の
場は一層広がると考えています。

③の家族関係と合わせて相続問題についても考察します。

と実効性確保の側面支援に携わる。
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Kenichi Ishibashi

石橋研一

事業承継

1はじめに

①後継者への事業性資産の集中
事業承継を円滑に行うためには、後継者に株式な

税務

③遺言の必要性

題になります。後継者を確定して、それから後継者に株式

㋒相続（または遺贈）

後継者に事業性資産と納税資金を相続させるため

を集中させる道筋をつけます。先代社長の持ち株数を減ら

前述のように、先代社長が遺言を書いて、後継者に対し

には、先代社長に遺言を書いてもらうことが必須で

すことだけを優先して、後継者が確定する前に株式を分散

て自社株を相続させます。生前に自社株対策を行うことが

す。もし、遺言がない状況で相続が発生したら、後

するようなことは絶対にＮＧです。

できなかったとしても、少なくとも遺言だけは書いてもら

どの事業性資産を集中させることが必要です。本稿

継者に事業性資産を集中させることが難しくなり、

では、後継者への株式などの事業性資産の集中と、

事業承継を円滑に進めることが困難になってしまい

それに伴う税務について述べていきます。

ます。診断士の皆さんには、中小企業経営者に「相続

先代社長から後継者に自社株を移転させる方法は、生前

人が1人の場合以外は遺言が必須だ」とアドバイスし

贈与、生前譲渡、相続（または遺贈）の3つの方法があります。

ていただきたいものです。

以下で、それぞれの特徴を述べていきます。

事業性資産とは自社株、事業用不動産（個人所有で

会社の事業に供されている不動産）、会社宛貸付金

うようにしなければなりません。複数の相続人が会社に入
②自社株を移転させる方法

（会社からすると役員借入金）などです。
②納税資金の確保
後継者には、これらの事業性資産を相続させると

事業承継に関する税務

ともに、それに対応する相続税の納税資金も相続さ

社しているのであれば、なおさらその必要性は高くなります。
③会社が債務超過の場合
会社が債務超過の場合には、早めに後継者に対して株式
を移転する必要があります。会社が債務超過であれば基本

2自社株対策
①事業承継における自社株対策

㋐生前贈与

的に株価は0なので、無税で株式を移転することができます。

暦年贈与により、毎年、計画的に後継者に対して株式を

そのときに株式を移転せず、後継者が頑張って経営改善を

贈与していきます。暦年単位で110万円の贈与税の基礎控除

して会社の経営状態が良くなって、気が付けば株価が高く

があるので、事業承継まで相当期間があるのであれば、贈

なってしまい、株式を移転するのに多額の税負担が発生し

与税がかからずに徐々に株式を移転することが可能です。

て……というのは絶対に避けたいパターンです。

せる必要があります。事業性資産は会社の事業に供

自社株対策というと、先代社長が所有する自社株

されているため換金が難しいにも関わらず、相続税

の株価を引き下げ、または株数を減らして、将来の

将来、確実に相続税が発生することが見込まれる財産構成

評価額が高く、後継者が多額の相続税の負担を強い

相続税を減らすことだと考えている専門家（特に税理

であれば、その際の相続税率よりも低い贈与税率で贈与税

られるケースは非常に多いものです。ですので、後

士）が多いです。しかし、それは間違っています。

を払ってでも株式を贈与していけば、トータルでの税負担

④事業承継税制の抜本的拡充
平成30年税制改正により、事業承継の際の贈与税・相続

継者には相続税の納税資金として、預貯金や上場株

事業承継における自社株対策は、後継者が2/3以

式など換金可能な資産も相続させる必要があるので

上（少なくとも過半数）の自社株を所有して、後継者

生命保険、役員退職金、特別減価償却費などの株価対策

画を提出し、10年以内に実際に承継を行う者を対象に、抜

す。

が筆頭株主として経営に専念できる道筋をつけるこ

で一時的に多額の損金を発生させて、株価を下げることが

本的に拡充される見込みです。今までは使い勝手が悪かっ

とです。ですので、まずは後継者の確定が最優先課

できれば、後継者に対して株式の贈与を一気に進めること

たのですが、今後は活用が期待されます。

を軽減することができます。

ができます。

税の納税を猶予する事業承継税制が、今後5年以内に承継計

項目
対象の株式

㋑生前譲渡
上記の生前贈与は、後々の遺産分割において特別受益と
して争点になることがあり得ます。その点も考慮すると、
生前に先代社長から後継者に株式を譲渡する方法が常道と

猶予割合

現行制度

改正案

２／３が上限

上限を撤廃

80%

100%

対象者

１人の先代経営者から１人の後 複数の株主から代表者である後
継者へ
継者（最大３人）

雇用維持要件

５年間で平均８割以上の雇用維 未達成の場合でも猶予を継続
持できなければ、猶予打ち切り 可能に

いえます。後継者は株式の買取資金を確保する必要があり
ます。それは基本的には、会社からの役員報酬で賄うべき
です。後継者が会社のために一生懸命に働いて、それに見

診断士
略歴

石橋経営会計事務所 所長
中小企業診断士、税理士

大阪大学経済学部卒業後、住友銀行
（現三井住友銀行）
と公認会計士事務所の勤務を経て、2006年開業。経
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合う役員報酬を得て、それを原資に株式を買い取っていく

会社に対する貸付金は、会社の財務状態が悪くても額面

のであれば、誰からも文句を言われる筋合いはないのです。

評価されて、相続税の対象になるので、注意が必要です。

生前譲渡の際の株式の譲渡価格は相続税評価額によって

会社に繰越欠損金があれば債権放棄（会社は債務免除益）す

いれば、税法的には問題はありません。それよりもかなり

べきです。また、ＤＥＳ（債権の現物出資）により株式に振

低額で譲渡を行うと、先代社長から後継者に贈与を行った

り替えるという手法もあります。

営の観点から財務を語るコンサルティングや講義には定

ものとみなされて（みなし譲渡）、贈与税がかかる可能性が

評がある。一般社団法人大阪中小企業診断士会 理事、

あるので注意が必要です。

近畿大学経営学部 非常勤講師などを務めている。

3その他の事業性資産
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Katsumi Uemiya

上宮 克己

事業承継

1大阪府事業引継ぎ支援センターの
取り組みについて

１．概

要

○国（中小企業庁）
からの委託事業。
○平成２３年度から設置。現在は、各都道府県に１カ所
ずつ設置されている。

支援制度
２．事業の主な内容とイメージ図

三次対応

○「一次対応」では、事業承継に関する各社からのさま
ざまな相談に応じ、状況により、二次・三次対応に移
行する。相談企業数1,472社
○「二次対応」では、民間のＭ＆Ａ仲介会社（登録民間
支援機関）が譲渡希望企業と譲り受け希望企業との
マッチングを行う。相談企業数193社

完了19社

○当センターは大阪府内の中小企業を対象として、公

○「三次対応」では、相手方が決まっている譲渡案件な

正・中立な立場で、企業間の仲介や事業引継ぎ契約

どに関し、当該企業の顧問税理士などと連携し、直接

の成立に向けた支援を行う。相談対応は無料で、秘

アドバイスを行う。相談企業数191社

密厳守。

顧問税理士など

大阪府事業
引継ぎ支援
センター

当該企業の顧問税理士
などと連携しての支援

二次対応

登録民間支援機関

民間Ｍ＆Ａ仲介会社へ
の橋渡し

完了56社

（平成２９年１２月時点）

一次対応

国の事業承継支援施策の最前線から

相 談 企 業
2事業承継・事業引継ぎについて
現在、経営者の平均年齢は、59.75歳で年々上昇しています。
現経営者が高齢化すると、後継者育成などの事業承継の事前

診断士
略歴

あらゆる事業承継の相
談に応じる

親族内承継、従業員などへの承継の具体的な対策について
は、①関係者の理解を得ること、②後継者教育、③株式・財
産の分配、④個人保証・担保の処理、などがあります。
Ｍ＆Ａの具体的な対策については、①準備段階で秘密を関係

準備期間が短期化し、後継者も引き継ぐ時点で高齢化するなど、

者（役員・従業員・取引先など）
に漏らさない、②専門的なノウ

談所所長として勤務後、株式会社 上宮経

円滑な事業承継が推進できなくなる恐れがあります。事業承継

ハウを有する仲介機関（Ｍ＆Ａ仲介会社など）
に相談、③事業承

営開発研究所設立、2012年より大阪府事業引継ぎ支

は、経営そのものの承継と経営者の承継、後継者への事業用

継の条件、売却金額の希望などを早い段階で決定、④会社の

資産の承継があることを考慮し、早期に、この３つの承継のバ

実力の磨きあげ、などです。

金融機関、箕面商工会議所

援センター 統括責任者

中小企業相

ランスがとれた事業承継計画を作成し実行していくことが円滑な
事業承継の鍵といえます。事業承継計画を作成するに当たって

事業承継に向けては、先代社長は後継者の承継サポートを積

は、最初に会社をとりまく各状況・後継候補者・経営者自身の

極的に行うなどの社内環境の整備や、取引先・金融機関・仕

資産などを正確に把握することが必要です。次に事業承継の方

入先・連携先などと次代経営者の信頼関係を構築するなどの外

法・後継者を決定します。事業承継の方法には、①親族内承

部環境の整備を行なうことが重要です。

継②従業員などへの承継③Ｍ＆Ａの３つがあります。後継者候

以上

補などの関係者との意思疎通を十分に行い、承継方法と後継
者を確定します。そして、事業承継計画を作成します。事業承
継計画とは、中長期の経営計画に、事業承継の時期、具体的
な対策を盛り込んだものです。
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Fumitaka Suzuki

鈴木 文崇

事業承継

1中小企業の事業承継における
法的リスクとその対処

法務

そして、法務面から見たときの事業承継の最重要課題は経営
権の承継、すなわち、後継者の議決権の確保です。

「見える化」を進め、そのうえで事業承継に向けた準備

株式の承継と会社法制の活用が考えられます。

を進める必要があります。
具体的には、①経営者の年齢や健康状況、事業承

権）
が分散した後に会社法制を活用し、自社株式を再結集するこ
とは、株主総会の特別決議が必要になるなど困難を極めますの

以下では、最低限知っておくべき自社株式の承継と会社法制

で、会社法制を活用する場合もあらかじめ議決権確保の方策を

継への意向を確認する②株式数や株主、株式の支配構

個人資産が分別されていないことが多い③関係者や親

成を把握する③経営者の判断能力の欠如に備え、株式

⑵自社株式の承継に関して

族などの人的関係が影響しやすい④労働問題や契約な

の移転や重要財産の移転に関する計画を立てる④取引

まず、経営者の生前に自社株式の承継を一切行わない場合、

どの法的脆弱性を抱えていることが多い、といった特徴

先との契約内容を再確認し、契約書を新たに作成するな

経営者の死後に遺産分割により自社株式の承継を行うことになり

種類株式（黄金株ともいう）の発行や株主ごとの異なる取り扱い

があります。

ど将来の契約継続に対する備えをする⑤労働問題の顕

ますが、遺産分割は承継に時間を要し、自社株式を後継者に集

（属人的株式）の活用②会社が後継者以外の者から自社株式を

在化を防ぐべく労働環境や人事管理の改善を行う⑥事

中することができず、場合によっては後継者が経営権を失う恐れ

取得し、相対的に後継者の議決権比率を増大させる方法として

業承継を円滑に進めるための資金計画を立てる、といっ

があるため、事業承継を行う場合生前に自社株式の承継を行わ

相続人などに対する売渡請求や取得条項付株式の発行、があ

たことが必要になります。

ないことは絶対に避けなければなりません。

げられます。

以下の法的リスクが考えられます。
ア 経営者の高齢化、判断能力の減退のリスク

などの意思表示ができなくなる可能性があります。
また、判断能力の低下によって遺言による事業承継対
策ができない可能性があります。

2法務面から見たときの事業承継の
最重要課題とは
⑴中小企業においては、経営者が、経営の担当者で

イ 契約書の不備や内容の不明確のリスク

あると同時に、企業のオーナー（支配株主）
、かつ、企業

中小企業では、契約書を作成していない、あるいは、

資産の所有者であることが多くみられます。

作成しているが、内容が不明確な場合が多数見受けら
れます。

講ずる必要があります。
会社法制の活用による議決権の確保手段としては、①議決権

承継の準備をし、承継を実現する「生前実現」型の売買、贈与
と生前に承継の準備をし、経営者の死後に承継を実現する「生
前準備」型の遺言、死因贈与があります。

このように契約内容が不明確であるがゆえに取引先と
のトラブルを招き、事業承継が契約解消の契機となって

多数あります。事業承継に伴って労働問題が顕在化す
る恐れがあります。

いる場合に後継者に議決権のある株式、非後継者に当該種類

下記の表となります。

をとる必要があります。
一方、拒否権付種類株式は、経営者が自社株式を後継者に

集中

円滑

安定

売買

○

○

○

生前
贈与

遺留分※１

遺言
死因
贈与

△

○

費用

備考

×

集中、円滑、安定で最適
売買代金等の費用負担

代金負担

△

○

遺留分

贈与税※２

△

△

△

○

遺留分

執行の負担

遺留分

相続税※２

△

△

△

○

遺留分

執行の負担

遺留分

相続税

円滑、安定（既成事実化）
で遺言、死因贈与に優る
単独で作成可、撤回でき
るため後継者の地位が不
安定に
契約のため双方の合意が
必要、効力は遺贈とほぼ
同じで撤回が可能

※１ 非後継者の遺留分は経営承継円滑化法の民法特例により対応可能
※２ 事業承継税制 ( 納税猶予 ) の活用が可能

エ 資金準備不足のリスク
事業承継の際には、経営者の有する株式の買取資金

上記の表のとおり、どの承継方法も一長一短があるため、承

金の準備や資金を準備するための資金計画ができてい

継方法としてどれを利用するかはケースバイケースになりますが、

ない企業は多くあります。

資金の用意が可能であれば売買を選択するのが穏当といえます。

これら以外にも、許認可基準の変更のリスクや経営者

⑶事業承継を行うにあたっては、これらのリスクを踏ま
えた対応が必要になり、その対応方法としては、企業の
経営状況だけでなく、企業が抱える事業承継課題まで

譲るものの、しばらくは経営権を維持したい場合に経営者が当
該種類株式を保有することで後継者の独断専行経営を防ぐこと
ができますが、当該種類株式は機動的な経営を阻害する危険性
があるため、適切な時期に消却する必要があります。

3最後に
今回は紙面の関係上お話しできませんでしたが、事業承継ス
キームとしては、他に①信託の活用②会社分割③生命保険の
活用④持株会社の活用などがあり、このようにさまざまな法律問

や資産の購入資金などを用意する必要がありますが、資

保証の引き継ぎリスクなどが考えられます。

議決権制限種類株式は、後継者以外に非後継者の相続人が

が、利用の際には非後継者に優先的に配当を行うなどバランス

生前準備

中小企業では、労働環境や人事管理が脆弱な企業が

付種類株式になります。

継の法的安定性、費用面からその長所、短所をまとめたものが

しまう場合が少なくありません。
ウ 労働問題のリスク

この中でポピュラーなものが、議決権制限種類株式と拒否権

株式を与えることで後継者に議決権を集中させることができます

そのため、事業承継では、①経営そのものの承継②
経営権の承継および③企業資産の承継が問題となります。

をコントロールする方法として議決権制限種類株式､ 拒否権付

これら４つの承継方法を議決権の集中、承継の円滑性、承

生前実現

まずはここから押さえよう！
事業承継における法的問題とその対策

場合、経営者が有する資産などの移転や株主権の行使

の活用のポイントについてお話しします。

経営者の生前に自社株式の承継を行う方法としては、生前に

経営者が病気や老衰などにより判断能力が低下した

特集：事業承継

経営者の生前に自社株式の承継を行わず、自社株式（議決

⑴中小企業は、①経営者が高齢である②企業資産と

⑵これらの特徴ゆえ、事業承継を行うにあたっては、

12

後継者の議決権確保の手段としては、後継者に対する自社

⑶会社法制の活用に関して

もっとも、実際には資金の用意ができない場合が多いため、

題が絡む事業承継を円滑に進めるためには、法律の専門家であ
る弁護士の関与が不可欠といえます。
もっとも、弁護士は法律の専門家に過ぎません。
企業の経営全体を把握し、経営や法務といった幅広い知識を

贈与税の負担が生じない範囲で一部を贈与し、一部を売買する

有する中小企業診断士こそが、事業承継の全体像を把握し、

方法を選択することが多いように感じます。この場合は贈与税の

企業の経営全体から見て事業承継のあるべき方向性を定め、

業法務を中心に一般民事、刑事事

負担が生じないよう調整する必要があるため、税理士と連携し

弁護士や税理士などの専門家を主導すべきであると考えます。

件など幅広い案件を取り扱っている。

て承継を進める必要があります。

診断士
略歴

弁護士
（鈴木俊生法律
事務所勤務）
として、企

２０１７年に中小企業診断士登録。

特集：事業承継
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Shinichi Fukuchi

福地真一

事業承継

事業承継経験談

おかげさまで私どもの家業は１１０年
おかげさまで、私どもの家業は創業１１０年ほどになり

さて、私の家系は親の愛情の薄い家系と思います。
初代は嫁も取れない環境でした、２代目は養子、３代目

事 業 承 継 を 考 えるように なった きっか け 、
私の願いと心情・理念

成などがあり、後継者計画に至っています。診断士の支援領域
でいうと事業戦略や財政・財務構想が主となり、対立問題やファ
ミリー対応はむしろ避けて通る意識が強いように思います。

は生母を亡くしています。私も、父親の激しい折檻のもと、
事業承継について考えるようになったきっかけが昭和３８年４月

ます。現在は、弟の永芳が経営する中、安定した業績

親の愛情をあまり感じられずに育ったように思います。折

を上げてくれており、私も安堵しています。

檻は、表面上はしつけの意味合いですが、背景には事

に起こりました。社内で、父親が祖父に喧嘩を仕掛けたのです。

を通じて、言い争いも起こりますがファミリー間の理解が深まり、

業運営から派生する強いフラストレーション、そして親に

そのとき、私は自動かんな盤の掃除をしており、その光景は忘

事業承継を円滑に進める事例を経験・勉強したりしています。

対する恨みがありました。

れることができません。言いようのない虚しさと戸惑い・悲しみ、

初代は「富右ヱ門」で岐阜の白川郷の５男坊として明

治１４年に生まれました。成長する中、木工技術（大工・
建具・指物）
を身に着け、明治３０年の富山の大火時に
家を離れ、仕事を求めて移りました。当時の白川郷では、

同時に、共通の意識として家業は継続していくものと
考えていたように思います。

従業員も戸惑いとやるせなさの気持ちと感じました。
私の小学校３年時の願いは、
「親子仲良く、いつつぶれても誰

「虎穴に入らずんば虎子を得ず」、ファミリーミーティングの開催

３円モデルは相対立する要素を包含したシステムでもあり、結
果、事業承継の複雑性を生み、永続性を妨げる要因にもなって
います。同時に、３つの要素をうまくつなげるときには、強みを

ファミリービジネス視点の
「事業承継支援のすすめ」

特別な場合を除き長男以外は嫁を取れない風習でした。

にも迷惑をかけない、社員と仲良く」です。母方の祖父から「俺

発揮できるとともに永続するビジネスを発酵するように築ける。

その後、氷見⇒金沢⇒勝山⇒福井と移り住み、定住し

は第２保証人をしている」と聞いた後、浮かんだ言葉です。言い

長寿企業は、さまざまな経験のもと、それらをうまくつないで残っ

た年を創業年としています。 昭和の初め頃には福井市

換えると、
「争いのない家族：貧しくても楽しいわが家、経済的に

ている存在と思います。 事業承継問題が重要性を増す中、中

立ちいける：うまく経営できる
（経営管理、マーケティング、生

小企業者の永続性に向けた支援を心掛けたいと考えています。

家具組合製造部門の筆頭格となっています。

５歳の誕生日より家業の躾

産）、社員と仲良く：うまく経営できる
（人事・労務管理、人的

２代目は「正治」で、富右ヱ門の仕事仲間から５歳のと

さて、私は５歳の誕生日より祖父の指示のもと祖母よ

きに妹とともに福地家の養子となりました。祖父から「妹

り家業のしつけを受けました。茶碗洗いや風呂焚き・ご

だけは何としても守りたいと頑張った」と当時の心境を聞

飯焚きを手始めに、店・工場の掃除（５S）、帳面のつけ

私の現在の心情・理念は、
「中小企業経営者の孤独や孤立・

いています。話しすぎが仇でしたが大変我慢強い頑張り

方、外交の仕方や取引先の対応などなどいろいろと教え

不安の解消を図り、前進の力を与えよう！ そして従業員に前進

屋で、祖母から「祖父と一緒にいると頑張ってもうまいも

られました。さらに風呂場では戦中戦後のことや良くない

の力を与えよう！ （以上を通して、お客さまの笑顔を得、従業

のすら食わせてくれなかった」とよく聞かされました。なお、

商売事例・跡継ぎ事例などを聞き、夕飯時には祖父母

員の笑顔に、そして経営者の笑顔につなげよう）」です。祖父や

初婚の嫁は昭和１５年に亡くなり、昭和１６年に後妻の祖

がお客さんや取引先との出来事について楽しげに話して

父親の姿から導かれたものと考えています。

母を迎えています。祖父の代は太平洋戦争と徴用、そ

いるのを聞いたりと、その当時のことを今でもよく覚えて

して福井大震災を経験し、大変な苦労を強いられた世代

います。

ですが、昭和３９年には製造部門のみならず婚礼家具の

私は家業の永続性を念じて平成２年に家を離れました。

資源管理）」です。

事業承継支援について思うこと

販売で福井県筆頭となっていました。その後、３代目の

父親のワンマン下での上意下達や私の願いの粉砕、父

所業に腹を立て、昭和４０年には出ていってしまい、５７

親の轍を踏みたくない思いなどがあったためです。祖父

以上の境遇や身近な事業者を見聞きしてきた経験から、ビジ

歳でたばこ店を創業しました。

同様、決して自分からは近寄りませんが、家業をいつも

ネスの視点だけで見てはいけない、特に、同族企業内で争いの

気に留めてきました。

起こらないことが最重要と感じてきました。そして「塞翁が馬」の

３代目は「規雄」で昭和４年生まれ、戦中戦後の混乱
期と高度成長の浮き沈みを経験した世代です。特に大

認識のもと、知恵を使って成功におごらず、難局を乗り越えて永

型家具店の勃興、組合家具センターの出現により苦戦

続することが大切と考えています。そのために、中小企業の事

を強いられました。

業承継支援では経営者の心の問題、家族の問題も見据えなが

出典：西川盛朗著「長く繁栄する同族企業の条件」

ら対応することが大切と思います。それを図で表したものが３円
モデルです。日本の中小企業の９７%は同族企業といわれていま
す。オーナーシップの視点はもとよりファミリーの視点まで踏み込
んだ支援を考えることも必要です。日本では遅れていますが、欧
米では実学としての研究が進んでいます。

診断士
略歴
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特集：事業承継

昭和３２年福井県福井市にて家具製造販売・
小売業の家に生まれる。診断士登録は平成

出典：高梨一郎氏セミナー資料より
（太陽グラントソンＨＰ掲載）

また後継者につなぐに当たっては、１２の課題があるとイギリス
のコンサルティングファームは唱えています。
「一家の信念・信

２０年４月、以後、中小機構やよろず支援拠点など含め

条」を出発点とし、事業戦略や対立問題の解決、資産をベース

中小企業支援に従事している。

に財政・財務構想、ファミリーへの対応、経営幹部（番頭）
の育

特集：事業承継
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企業

事例

⑸改善提案

Diagnosis Case

！
■ 企業支援事例を持つ診断士が、どのようなプロセスで支援を行ったかを紹介


その実現に向けた改善策のすり合わせを社長と行いました。

までのプロセスを、分かりやすく解説してもらいました。

ングしました。

企業支援の経験を持つ中小企業診断士に、具体的な事例をご紹介いただき、企業が抱える課題から支援の詳細、目標達成

1支援のきっかけ
大阪中小企業診断士会の事業を通じて、金融機関より以下の企業
に関する経営改善のご依頼をいただきました。
業種：青果仲卸売業
所在地：大阪府内の中央卸売市場内
年商：約10億円 従業員数：37名
（内パート社員22名）
「青果卸売業界の市場縮小や業界内の競争激化により、
20年前のピー
ク時に比べて売上高が半減した。さらに、前々年には得意先の1社が
倒産し貸倒償却を行ったため資産状況が一気に悪化し、資金繰りも
厳しい状況になった。収益性を改善し、自己資本、資金繰りの改善を
図りたいとのご相談を受けました。
支援企業の特徴として、①専用の加工工場を保有しており、ホテル、
病院、スーパーなど大口顧客の野菜カット、袋詰めなどのニーズに対
応できること②自社でトラックを保有し、機動的な物流体制を有して
いること③前々年に食品スーパーの青果売場の運営を任され、小売
部門を保有していること、などがあります。

2支援プロセス
以下のような流れで支援を実施しました。

⑴社長ヒアリング
創業のきっかけ、創業以来の事業の経緯、現状認識している経営
課題、5年後のありたい姿、社内の状況
（強み・弱み）
、市場の環境
（外
部環境）
などを社長にヒアリングしました。

⑵現場観察
卸売市場が動いている朝5時から10時頃まで、現場の仕事の状況
を観察しました。

⑶部門リーダーのヒアリング
野菜の仕入・販売・配送を行う営業部門、野菜カット・袋詰めを行
う加工部門、食品スーパー内にある小売部門、事務部門の各部門リー
ダーに、現状の課題、現場の状況
（労働条件、働きやすさ、職場の雰
囲気など）
、改善したいこと、会社への要望などをヒアリングしました。
事務部門で経理を担当するパート社員で、他の企業の経理事務の経
験もある方が、会社全体の問題点を的確に把握されており、結果的
にこの方にヒアリングした内容から課題解決の糸口となる多くのヒン
トが得られました。
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◆従業員さんの声
（抜粋）
◆
●終
 業時間が遅い。家事があるので、できれば定時に帰りたい。
（在

庫合わせが遅いときは18時30分頃になり、その後処理に1時間か
かる）
●残
 業代が多く、経費増になっている。営業は手が空いていても他

の部門を手伝わない。事務も在庫合せ終了待ちの時間がある。
●自
 分の代わりの人がいないので、補助的な人が欲しい。営業の見

積りもつくっている。
（経理事務）
●加
 工場は利益が出ていない。マイナスの月もある。顧客の仕上が

りへのこだわりが強く、手直しもある。カットが細かく、手間が
かかっている。
●小売部門は家賃と人件費が高く、利益が出にくい。
●休
 みが少なく、ボーナスも出ないので、不安に思っている人もいる。
●車
 両の事故処理費用が多い。年配の営業担当者は中の仕事だけに

した方がよいのでは？

⑷現状分析
上記の現場観察、ヒアリングから、以下のように現状分析しました。
●営
 業、事務の各部署とも横の連携が悪く、非効率な部分が多いた

め、過剰人員や残業による人件費増につながっている。
●社
 長に仕事が集中。売り込みの電話もほとんど社長１人で対応し、

一従業員になってしまい、全体を管理統括する人がいない。他の
従業員も、売り込み営業は社長がしてくれるだろうという雰囲気
がある。
●年
 配の従業員はベテランの良さが生かされていない。配置転換、

または若返りが必要。
●加
 工部門、小売部門については、個別の収益性を客観的に判断し、

収益性を高める工夫が必要。

◆SWOT分析◆
内部環境

外部環境

強み

機会

 社長の人柄や長年の誠実な商売で、顧客の高い信頼
を獲得している。
 加工場や物流機能を保有していることが他社との差別
化要因となっている。
 小売店舗を保有し、日々の市況や在庫状況に応じた販
売が可能である。他の店舗の運営委託の引合いも受
けている。
 後継者候補となり得る幹部社員が育っている。

弱み
 社長が日々の業務に追われ、経営管理業務ができて
いない。
 業務の流れがスムーズでなく、残業が慢性化している。
 物流機能を維持するための人件費、車両費、外注費
などのコストが高い。
 運転資金が不足しており、取引量を大幅に増やすこと
が困難である。
 借入金の返済と金利負担が大きい。

ウイズハート コンサルティング 代表
（一社）大阪府中小企業診断協会 理事
（独）中小機構近畿本部 コーディネーター

上記の現状分析を踏まえて改善提案を行い、今後のあるべき姿と

 野菜の栄養効果などの研究成果が次々と発表され、
マスコミにおける業界の注目度が高い。
 得意先の1つであるホテル業界が活況である。
 プロの料理人などの、めずらしい食材へのこだわりが
高まっている。
 安心・安全な食材への意識が、日本国内のみならず
世界的に高まっている。

脅威
 卸値の長期契約が増加している中、異常気象等により
野菜の価格変動が激しくなっている。
 野菜の生産者と小売業者の直接取引増加により、卸
売業界の取扱高が減少している。
 場外取引の増加など、市場環境の変化による業界内
の競争環境が激化している。
 得意先の納品時間や品質要求が厳しくなってきている。

小林 俊文

⑹改善策の実施とモニタリング
社長と合意した改善策を実行し、計画通りに進んでいるかモニタリ

3支援内容
⑴現状の課題
①会社としての組織運営の整備
ⓐ社長の業務負荷軽減
●現
 場の仕事は従業員に任せ、社長は経営管理業務に専念する。
●従
 業員個人の強み・弱みを棚卸しして書面にし、強みを発揮でき

るよう配置転換を実施する。
●従
 業員が経営者感覚を持てるように教育し、業務への取り組み姿

勢の意識改革を図る。
ⓑ部門間の連携強化

在阪電鉄系百貨店の情報システム部門で顧客マーケ
ティング戦略の策定に従事し、コンサルティング会社勤
務を経て診断士として独立。 主に小売業、サービス業
の経営支援を中心に活動している。

に把握し、利益の取れる商品の販売を強化する意識を営業担当者全
員が持つ。
年間契約商品の利益確保：形の悪い商品など仕入価格の安い商品
をカット野菜にフル活用し、原価コストを抑える工夫をする。
③資金繰りの改善
売掛金の削減：取引先の与信枠を設定し、リスクのある得意先へ
の販売を制限する。また、入金サイトの短縮交渉を行う。
棚卸在庫の削減：在庫量が多い商品を、直営小売店舗やインター
ネット販売で売りさばく。

⑶支援結果
支援前

●部
 分最適ではなく、全体最適を是とする従業員の個人目標設定と

達成度評価を行う。
●仕事の流れや役割分担の棚卸しと、その見直しを行う。

（実数：千円）

支援後
（2年後）

売上高比率

（実数：千円）

売上高比率

売上高

981,225

1,147,794

売上総利益

182,251

18.6%

227,299

19.8%

販売費・一般管理費

195,152

19.9%

222,705

19.4%

②収益性向上による営業活動キャッシュフローの増大

営業利益

-12,901

-1.3%

4,594

0.4%

ⓐ人件費・車両関係費をはじめとする経費の削減

経常利益

-5,551

-0.6%

12,007

●在
 庫合わせ業務の担当者と仕事の流れを見直し、残業が発生しな

い業務の仕組みを構築する。
●従
 業員に売上、経費データを開示して客観的に経営状況を把握で

きるようにし、コスト面の意識改革を図る。
ⓑ部門ごとの収益性向上
●各
 部門の利益目標を部門責任者が主体となって決定し、目標達成

に向けた強い意識付けを行う。
●PDCAサイクルにもとづいた予算実績管理を実施する。
●商
 材ごとの収益性を詳細に把握し、儲かっている商材の取扱高を

計画的に増やす工夫を行う。

⑵具体的な改善策
（抜粋）
①経費削減
人件費の削減：残業を許可制にし、不要な残業をなくす。また、業
務の流れの効率化を図る。
車両関係費の削減：訪問先、走行距離、高速料金、給油代などを
記録に残して管理責任者がチェックし、問題があれば指導する。
②収益性の向上
加工場の稼働率向上：カット野菜、袋詰めの営業を強化して取扱
量を増やし、繁閑差の大きい加工場の稼働率を高める。

棚卸回転日数

2.67日

1.0%
3.02日

4中小企業診断士としての支援
今回取り上げた事例企業のように経営改善が必要な支援の場合、
診断士として果たすべき役割は、経営者や従業員に意識、行動を変
えていただくことであると考えます。簡単なことではありませんが、
問題発生の真因を掘り下げて考え、どのように説明すれば納得して
腹落ちしていただけるのかを考え抜いて、あらゆる手段を尽くす必
要があります。
私の場合は、まず経営者やキーパーソンとなる従業員のタイプ、
資質、意欲を見極めるようにしています。たとえばタイプでいうと、
論理・文字派なのかイメージ派なのか、数字に強いかどうか、好き
嫌いなどを把握して、提案書や報告書の書き方を変えています。
経営の目的を突き詰めると、純利益を計上して利益剰余金を蓄積
し、自己資本比率を高めることにつきると考えます。売上拡大、経
費削減、借入金返済など全ての経営改善に向けた取り組みが、この
目的に集約されます。課題解決の方向性を検討する際、この唯一の
目的にどれだけ貢献するかどうかで、解決策の良し悪しを判断して
います。

利益の取れる商品の売上比率向上：商品部門ごとの粗利益を詳細

企業支援事例
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私のおススメ「スケッチブック」

福田尚好会長の
受章祝賀会が開催されました

がオススメするのは

私
■
スケッチブックです。

を積極的に奨励されたご経験を踏まえ、中小企業診断士

「スケッチブックといえば

1月号にてお知らせいたしました福田尚好会長の旭日中

絵を描くもの」と思われる

綬章受章をお祝いし、平成30年2月22日
（木）にホテル阪

に寄せる大いなる期待を述べられ、中小企業庁

かもしれませんが、今回

急インターナショナル6階

房企画官

私がご紹介する使い方は

会が執り行われました。

プレゼンテーションです。

瑞鳥の間において、受章祝賀

断士の地位向上に関する活動への功績による叙勲を祝し、
常、 プ レ ゼ ン テ ー

投影して行いますが、例えばプロジェクターがない場合

がこの方法を思いついたのは、ある会社を支援した

私
■
ときです。応接室で複数回にわたりヒアリングを行

はどうしたら良いでしょうか。また、仮にプ

い、ついに提案を行うことになりました。し

ロジェクターを持参することができるとして

かしながら、その会社の会議室はとても広く、

中 小 企 業
診
断
士

も、小さな事務所１室だけの会社で、投影す
るだけのスペースがない場合もあります。
そんなときに力を発揮するのがスケッチ
ブックです。使い方はとても簡単。パワーポ

の

イントなどで作成したスライドをプリント
アウトし、のり（スプレーのりを使えばきれ
いな仕上がりになります）で貼り付けるだけ。
プレゼンテーションの際は、紙芝居のように
めくりながら進めていきます。

私
おス
ス

メ

私と仲間の診断士、それに社長の３人だけで
は持て余す空間ができてしまいます。他人行
儀なぎこちない雰囲気から、やっとざっくば
らんに何でも話し会えるようになったところ

会頭

阪経済大学

藤本二郎さま、一般社団法人

小企業診断協会

専務理事

大阪中小企業診断士会

金田忠行さま、学校法人大
中

野口正さま、一般社団法人

理事長

池田朋之さま他、計10

また、ご来賓として、元中小企業庁長官
ま、中小企業庁

長官官房企画官

豊永厚志さ

濱田祐治さま、大阪

レゼンテーションを行いたいと思い、なんと

学長・情報社会学部教授

小谷融さま、大阪経済大学

かそれまでと同じ応接室で行えないかと考え

中小企業・経営研究所所長

太田一樹さま、独立行政法

ました。そこで、辿り着いた方法がスケッチ

人中小企業基盤整備機構

ブックの活用だったのです。

公益財団法人大阪産業振興機構

常務理事

豊島英夫さ

ま、大阪府中小企業団体中央会

事務局長

横田荘司さ

すがにパワーポイントの特徴であるアニ

専務理事

宮城勉さま、大阪経済大学

副

ま、また、恩師である元大阪市立大学大学院

手に相対する姿勢で、ごく近い距離から話し

係者やご友人、当協会関係者など、100名を超える参加者

ヒーなどを飲みながら対話するように提案をすれば効果
は抜群です。もちろん、提案内容や相手によりけりでは
ありますが、一つの提案ツールとして皆さんも機会があ
れば使っていただければと思います。
次回は、大嶋

康弘さんのおススメをご紹介いただき

ます。

り組み強化についてお話しいただきました。
高槻商工会議所

会頭

金田忠行さまからは、高槻商

工会議所での経営相談やセミナーなどの活動に労を惜し
まず携わっていらっしゃる福田会長への感謝が述べられ
ました。
福田会長が客員教授を務める大阪経済大学の理事長
の活動に加え、新たな取り組みにも触れられました。
また、福田会長からはお礼の言葉として、診断士を代
表しての受勲であることが述べられました。

近畿本部長 中島龍三郎さま、

さ
■
メーションなどは使えませんが、提案相

す。特に、提案対象が複数人ではなく1人のときには、コー

た中小企業診断士のさらなる活躍の場を広げるための取

藤本二郎さまからは、当協会との提携に基づくこれまで

名の発起人によって開催の運びとなりました。

商工会議所

クを用いたプレゼンテーションには大きな利点がありま

診断士
略歴

人に高槻商工会議所

だったので、私はその空気感を残したままプ

かけるように提案することができる点では、スケッチブッ

星 雄仁

当協会の風谷昌彦理事長が発起人代表となり、特別発起
理事長

濱田祐治さまにおかれましても、豊永さまの

意志を受け継ぎ、企業内診断士の参画機会も視野に入れ

本会は、福田会長の中小企業支援および中小企業診

通
■
ションはパワーポイントで作成しプロジェクターで

長官官

教授

石

原武政さま、中小企業診断協会をはじめ各府県協会の関
で賑わいました。
第1部の祝賀会では、福田会長と所縁の深いご来賓の
方々が、福田会長のお人柄やエピソードに触れながら、温
かなお祝いのお言葉を寄せられました。
元中小企業庁長官

豊永厚志さまからのご祝辞では、

日本政策金融公庫ご在籍時に中小企業診断士の資格取得

第2部の懇親会の余興では、常に周囲に対する配慮を重
んじる福田会長自らがマイクをお持ちになり、ユーモアを
交えてこれまでのご自身の歩みを語られるとともに、お得
意の2曲を披露され、盛況のうちに終宴を迎えました。
（文責：広報委員会 東 純子）

1974年生まれ。2017年4月登録。 釣り情報紙
の記者を5年勤めた後に製紙原料問屋
（ちり紙交

換の親玉みたいなもの）
に転職。12年間勤め18年3月に退職。
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私のおススメ

福田会長叙勲祝賀会報告
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スキルアップ 研 修

スキルアップ研修報告（8月）

飲食店を活性化する方法

1 はじめに

3 飲食店を活性化するためには

スキルアップ 研 修

スキルアップ研修報告（11月）

経営改善における
『５Ｓ』～どのような業種・業態でも使えるものの見方・考え方～

『５Ｓ』活動とは整理・整頓・清掃という具体的な取り組みを、

コストを下げることへの効果

清潔・躾という仕組みにおいて定着させることに本来の意味
大阪での飲食店の5年生存率は約40%であるといわれてい

では、このような現状の飲食店を活性化するにはどのよう

があります。この場合の定着とは、すなわちそれ
（５Ｓ）
ができ

ます。10件のうち6件は5年以内につぶれるという非常に厳し

にすれば良いのでしょうか？ 魔法の薬などはありません。 診

ていることが当たり前の風景にすることであり、組織文化変革

い業界です。

断士が日頃行っている提案をコツコツ実践するしかありませ

へのチャレンジを意味するのです。

①QSCA全てバランスをとって向上させる
飲食店ではQSCAが重要であるといわれています。 Q：品

飲食店の創業相談などを受けていると、非常に安易に創業
する人が多くいます。 特に飲食店での勤務経験がない方は注
意が必要です。

質
（味、盛り付けなど）
、S：サービス、C：清潔さ、A：雰囲
気のことです。

が問題を顕在化させる武器となります。また、清掃は汚れを
除去することで異常を見えやすくし、継続的に直接自らが触れ

売り上げを増やすことへの効果

ることで、いち早く異常を見つけることが可能となります
（触診

①きれいな職場（現場・工場）
は最高のセールスマン＝職場の
ショールーム化
整理・整頓・清掃が行き届いている工場を含めた職場は、

する時代ではなくなりました。
「愛想は悪いが味がおいしい店」

お客さまの信頼を得るための最高の武器となり得ます。それは、

盛していているのだから私がやれば絶対もっと繁盛する」
と考

がはやる時代は終わりました。また雰囲気がとても良く、雑

１００の言葉よりも雄弁にその会社の仕事に対する姿勢を伝え

えます。この考えには大きな落とし穴があります。

誌などに何度も掲載された店も長い目で見れば淘汰されてい

ます。

この人たちは原則飲食店が一番繁盛しているときだけを見

れば生き残ることは難しいでしょう。

午後1時半、夜は9時前後に行くようにします。この時間帯に

②FL比率の上昇を抑える

②経営革新のための戦力確保＝余裕率の顕在化

ているのです。

新しいことに挑戦するには最低でも人材が必要ですが、こ

昨今の人手不足の状況を考えれば、Ｌ
（人件費率）
を抑える

の確保は困難だと思われがちです。しかし、仕事のキャパシティ

くある相談が
「先生、少し立地が悪いところに隠れ家的な店舗

のは非常に困難であると思います。Ｆ
（食材費率）
を抑えるの

（製造でいうところの加工能力）
とは決して固定的なものではあ

を出店しようと思うのですがいかがでしょうか？」
というもので

は、昨今の食材価格の高止まりを考えると困難であるとは思

りません。
『5S』
には、現有戦力から余裕を捻出すること、すな

す。このような相談に私はいつも
「たぶん隠れたままなくなって

いますが、一度以下のことを実践してください。

わち仕事の中に隠れた、価値を生まない作業を排除する効果

メニューのABC分析を行って、Aのメニューに使用する全

店舗ばかりがクローズアップされているため、安易に創業する

ての食材に関して、もう一度、本当にこれ以上食材原価を抑

人が多いと考えられます。 診断士としてぜひ飲食店の厳しい

えられないか？ もっと安い購入先はないか？ 現在の業者に値

現状を伝えるようにしてください。

下げ交渉はできないか？ などを一度考えてみると案外抑える

④生産性の向上＝ムダの排除
れかに分類可能です。改善とは、
『５Ｓ』のレベルアップを意味し

席数の約半分が埋まっている店が本当の繁盛店です。またよ

しまいますよ」
と返事しています。このようにたまたま成功した

と、
『５Ｓ』
は最適なものの見方・考え方の一つと言えます。

一般的にいわれている改善策は、整理・整頓・清掃のいず

るように思えます。 今後はQSCA全てが平均以上の店でなけ

ていることに気づかないことです。私が調査するときは、昼は

効果）
。
重要なことは、誰が見ても正常・異常が判る環境をつくるこ

昨今、その中の1つのみがとびぬけているだけでは、繁盛

安易に創業する人たちの多くは、「このような店が非常に繁

整理・整頓により、必要な仕事と必要なモノや情報、置き
場・置き方・量などの基準が決まります。この基準づくりこそ

ん。 具体的には

2 安易に創業する飲食店

③問題の顕在化＝目で見る管理の導入

があります。

ことができると思います

4 結局は人
会員

原 伸行

診断士
略歴

大学卒業後、
大手外食産

業に勤務。退職後自身で
小 規 模 飲 食 店を約20年
間 経 営。 平 成20年 診 断

スキルアップ研修報告

員）
にかかっています。
私はよく
「売り上げは立地が決めるが、利益は人が決める」
と言っています。 立地から見て500万円／月の店を、600万
円／月にするのも400万円／月にするのも、その店の従業員

士取得。飲食店のコンサ

の皆さまが決めることです。 以上のことから今後も、私は飲

ルティングを主に活動し

食店の人材教育に力を入れて、 飲食店の活性化のお手伝い

ている。

20

QSCAの向上やFL比率を抑えることも結局すべて人
（従業

をしていこうと思っています。

会員

診断士
略歴

大串 隆

大手食肉加工会社に２０年間勤務。営業から物流、全社的業
務改革に従事し、その後、トヨタ生産方式をベースとしたコ

ンサルタント会社に移籍。2013年独立、2016年株式会社三現主義経
営として法人化。

スキルアップ研修報告
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スキルアップ 研 修

スキルアップ研修報告（12月）

スキルアップ 研 修

従業員の主体性を引き出し、業績を高める企業支援のあり方・やり方

スキルアップ研修報告（1月）

生産性ってなに？ 某有名豚まん屋に見る生産性向上のヒント

1 なぜ人が輝く経営か

2 人が輝く企業の事例

そもそも企業は何のために存在するのでしょうか？ 台湾近代

従業員が輝き、ファンが増え続け、 業績が伸び続ける地

売り上げが上がった。 能率が上がった。 生産効率が上がった

同社のノウハウを全てお話しすることはできませんが、
「人材

化、関東大震災後の東京市復興を成し遂げた後藤新平氏は、

方の中小企業
（食品の製造・販売業、従業員３５名程度）
を取

……など、恐らく全てが間違いではないでしょう。しかし、真

育成に最も比重を置いている」
ということが主に挙げられます。

「財を遺すは下、事業を遺すは中、人を遺すは上なり。されど、

り上げ、 成長の秘密を紐解きました。 その会社の特徴は
「理

に生産性が上がったといえる状態とはなにか？ と問われたとき、

新人研修、配属後1年間のフォローアップ研修、リーダー研修、

財なくして事業保ち難く、事業なくして人育ち難し」
との言葉を

念型経営・理念型採用」
「大家族的な従業員幸福主義」
の徹底

これらの答えでは不十分です。 今回の研修では、生産性向上

資格取得支援、店長研修の他、誕生日会、同期会、部活動

遺しています。 私は、企業は
「幸せ増幅器」
であるべきと考え

です。

が求められる背景や具体的な生産性に関する指標などをもと

など、多岐にわたり社員向けの企画が用意されています。こ

具体的には、 理念を浸透させ従業員が成長する
「朝礼」
、

に、
「生産性向上とはなにか？」
についてお話をいたしました。ま

うした企画を通じて他店との情報交換を活発に行い、関係性

気づく力を高め、業績にも貢献する
「環境整備
（いわゆる５S）
」
、

た、大阪土産で有名な某豚まん屋の事例を参考に、ワーク形

が構築されていく中で、各店の持つノウハウが共有化されて

そのために企業は経営資源を活用して適正利潤を確保しな

従業員の力を100％発揮させる
「所属横断・全員参加の委員

式で、同社の取り組みについてお話をいたしました。

いく点が、同社の一番の強みであるといえます。ここにこそ
「生

ければなりません。 一番の経営資源は人です。 市場経済が成

会活動」
、年間800件を超える
「改善活動」
、
「重要・非緊急な

熟しAI革命も進む中で、特に中小企業は競争力の源泉を人に

業務のみする日」
などを行っています。

ています。人が輝くことは、手段ではなく、そもそも経営の目
的です。

求める必要があります。

か？ どういった状態になれば生産性が向上したといえるのか？

え続け、結果として業績は伸び続けています。 離職とは無縁

ます。 理念に共感し、主体性をもって働き成長する従業員が

で、 収入減にもかかわらず引っ越しまでして就職する方も現

入社・働き続けてくれる会社が成長します。そうでない会社は

れ、社外有識者などからも取り上げられる状況です。
企業が成長するには、 目先の広告・販売促進や経費削減

1 生産性ってなに？

クを行っていただきました。

機材・システムを導入しても使う人がうまく使えなければ生産
性は上がりません。 生産性向上＝ヒトであるとあらためて確認

生産性の指標をあらためて確認すれば、その答えが見えて
きます。 生産性には主に3種類の指標が挙げられます。うち、
「労働生産性」
がその答えであるといえます。 当然、他の2つ

した研修だったと思います。 限られた時間・情報しかない中で、
良い点・悪い点を見つけ仮説を検討していく。この工程の中
に、診断士だからこその価値があるのではないでしょうか？

の指標も労働生産性に影響を及ぼす指標です。

ばかりを追い求めるのではなく、良因良果の良き
「原因」
をつ

労働生産性は一般的に、
「付加価値額」
を上げることにより向

くることにフォーカスすることが何よりも大切です。テクニック

上します。付加価値額の計算式は数多あるため割愛しますが、

（やり方）
も大切ですが、 良き
「原因」
をつくることに貢献する

主なものとして、
「営業利益＋人件費＋減価償却費」
、
「営業利益

診断士でありたいと思います。

同社ならではのノウハウについて、写真や事例をもとに、ワー

産性向上」
のヒントがあるのではないか？ と考えます。 優れた

結果、従業員はとても幸せに働き、新規顧客もファンも増

これからの日本は、人材獲得競争・人材倒産時代に突入し

事業継続が精一杯か、市場から退場を強いられます。

近年、多方面で耳にする生産性。 生産性とは一体なんなの

＋人件費＋租税公課＋賃借料」
が挙げられます。 つまり、営業
利益から売上総利益への逆算方式を取る中で、なにを付加価
値として認めるか？ により、企業の付加価値額を算定する基
準が変わります。
「対象企業がなにを業とし、どういった理念や
指針を取っているかにより、取るべき付加価値基準を変える」
というお話をいたしました。 生産性向上のヒントは、付加価値
基準にあるといっても過言ではないと考えます。

2 某有名豚まん屋に見る生産性向上のヒント
某有名豚まん屋の事例をもとに、お話をいたしました。同社
では、お客さまの目の前で商品を製造し販売します。また、そ
会員

佐々木 千博

診断士
略歴

ら配送までを行います。 大行列ができる中、行列が嫌いだと
大日本印刷にて顧客企業の販売促進、自社の人材
開発・働き方変革に関わる。2015年
（株）CH.Labo

設立、人が輝く、幸せ増幅器企業づくりを推進している。
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スキルアップ研修報告

の食材などは全て当日中にセントラルキッチン方式にて発注か
いわれる大阪のお客さまがなぜ並ぶことを躊躇しないのか？ 極
めて労働集約的である飲食産業において、あえて実演販売と
いう形態で商売を続けられている秘訣はなんなのか？ など、

会員

米田 大作

診断士
略歴

高卒診断士。土建、便利屋、産廃、飲食、営業、
派遣業など10を超える職種を経験。音楽レーベル

運営後廃業。会計事務所を経て、2017年エトエワークス診断士
事務所を開業。

スキルアップ研修報告

23

スキルアップ 研 修

委員会のページ

今後のスキルアップ研修およびセミナーの開催予定（4月～ 6月）
◆4月度 土曜セミナー

土曜セミナー（中小企業会計啓発セミナー）報告（会員サポート委員会）

◆5月度 スキルアップ研修

「創業支援者セミナー＆大阪企業家ミュージアム見学会」
４月度の土曜セミナーは、
「大阪企業家ミュージアム」
の見学会
と創業支援者向けセミナーを開催します。 創業希望者の支援工

日

時 平成30年5月23日(水)

18:30 ～ 20:30

会

場 マイドームおおさか8階

第2会議室

テーマ 実践マーケティング入門―売れる仕組みとコンセプトの

程で重要な、「企業家精神」
と
「経営理念」
の大切さが実感できる

つくり方―

ツールとして、「大阪企業家ミュージアム」
の見学会を体験してい

講

ただいた後、中辻氏に最新の創業支援制度を解説していただき

「マーケティング」
とは、“売れる仕組み”であり、“顧客と強みを

ます。

増す仕組み”です。 経営資源
（人・モノ・金など）
の改善・革新支

大阪府下で創業者支援活動に興味のある会員にお勧めのセミ

師 佐々木

武氏
（大阪府協会会員）

〈スケジュール〉

に、真剣に取り組みました。時間の制約もありなかなかハードな

土曜セミナーを開催いたしました。両日とも80名近い参加をいた

ワークで、私にとってはいささか消化不良でしたが、ワーク後の

だき、大変な盛況となりました。

前先生の分かりやすい解説に救われました。また、製造原価報
告書作成の必要性や10年分の貸借対照表を比較することの意
義など、貴重なノウハウも伝授いただきました。

援だけでなく、企業が成長・発展していくために不可欠な、『新

「コンセプト＝“誰に、何
（価値）
を売っているのか”といった一貫性

⑶創業支援制度などセミナーの開催
（約60分）

の高いストーリーの構想」
のフレームワークやコンセプトのつくり

日

時 平成30年4月21日(土)

方を具体的にご紹介します。また、BtoB（工業製品・生産財）

会

場 大阪企業家ミュージアム
（大阪産業創造館

13:30 ～ 16:00
地下1階）

受講料 ミュージアム見学料200円
（創業支援者セミナーは参加

とBtoC（衣食などの消費財）
とでは、
「価値」
訴求が全く異なりま
す。それぞれ実例を交えて解説します。
設計レベルでは、一般に用いる“4P”に加え、
「ビジネスモデル」

費無料）
師 創業支援者セミナー 中辻
大阪企業家ミュージアム見学

一浩氏
（大阪府協会会員）
同施設のガイド担当者

◆4月度 スキルアップ研修
日

時 平成30年4月25日(水)

会

場 マイドームおおさか8階 第2会議室

18:30 ～ 20:30

テーマ 厄年42歳の診断士が語る
『波乱万丈の診断士生活10
年間の軌跡』～能力なし、経験なし、人脈なしの私が

＝“価値・集客・課金”の仕組みとして捉えることで、よりリアル

ぐ独立10年を迎える若手診断士が、今までどんな活動をしてき
たのか？ 普段どんなことをしているのか興味ありませんか？
今回の研修会では、経営コンサルタントとして、営業促進や
組織活性化、事業再生などさまざまな支援を100件以上で行っ
てきた具体的な内容、仕事を受けるためにどのような営業活動

1本セミナーの目的について

◆６月度 土曜セミナー

本セミナーは、中小企業者が
『中小企業の会計に関する基本

独立支援セミナー「心・技・体」
日

時 平成30年6月9日(土)

会

場 マイドームおおさか8階

13:00 ～ 17:00
第6会議室

受講料 大阪府協会会員
（2,000円）
、他府県協会会員
（3,000
円）
その他
（4,000円）
中小企業診断士が独立するために必要なノウハウを
「心・技・

秀勲 氏
（大阪府協会会員）

診断士の2度目の更新も終え、経営コンサルタントとしてもうす

体」
の３つに分類し、セミナー形式で解説します。
【心】心の霧を晴らす編：会社員と個人事業主の違い、独立への
心構えや将来性など
【技】実践で必要な技を学ぶ編：独立で求められる能力や営業(受
注)について
【体】独立への体制と基礎知識を整える編：具体的な独立の手続

をしてきたのか、独立準備でどんな苦労をしたのか、などなど

きや事務処理など

私の診断士活動を思い切ってぶっちゃけます。

講

師 【心】横山 昌司氏、
【技】初田 洋介氏、
【体】岡 京子氏

協会の活動においても大阪の診断協会・診断士会の両方で役
員に従事し、青年部の立ち上げに発起人として関わるなど協会
活動の裏側まで知り尽くしているので、とんでもない爆弾ネタが
出るかも。
特に、診断士資格を取得したばかりの人や20 ～ 40歳前後の

（大阪府協会会員）

◆6月度 スキルアップ研修

研修およびセミナー開催予定

とにより、自社の経営状況を把握し、金融機関からの資金調達

提として財務分析を行い、それを基に経営の改善を図れる要素

力の強化、取引先からの受注拡大などへのきっかけをつかんで

を見いだし、改善提案に結び付けています。しかし今回の講義

いただくことを目的としており、今回はこれを財務会計の知識を

を受けて、私たち中小企業診断士が本当の意味で経営支援を

スキルアップしたい中小企業診断士向けにアレンジして開催され

行うためには多少、性悪説的視点も必要であることを感じました。

たものです。

2本セミナーの内容について
後半は前半の講義を踏まえたワーク、そして前先生の解説とい

申し上げるとともに、皆さまの関心の高いテーマであることも確

う構成。

認できました。今後も引き続き皆さまのスキルの向上のお手伝い

「基本編」では“財務の構造の理解”を中心に、中小企業者が

を行ってまいりますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

場 マイドームおおさか8階

第6会議室

編」では中小企業経営にとっては非常に重要な“運転資金の考え

未生子氏
（大阪府協会会員）

最後になりましたが、年末年始の土曜というお忙しい時節にも
関わらず、多くの皆さまにご参加いただきましたことに深く感謝を

会

師 中澤

4 終わりに

「基本編」
「応用編」ともに前半はレジュメを中心とした講義、

分かっていながら陥りやすい会計処理のポイントなどを、「応用

講

3受講を終えて
普段、私たち中小企業診断士は確定申告後の決算書類を前

18:30 ～ 20:30

けれど具体的に何をすれば良いのだろう？ 診断士ってどんなこと

白板も使って具体的事例を説明する前先生

財務情報の経営活動への活用方法などについて理解を深めるこ

時 平成30年6月27日(水)

テーマ 女性活躍企業に学ぶ・生産性を高める組織づくり

てください。

要領（中小会計要領）』
に沿った決算書を作成することの意義、

日

若手診断士に聞いて欲しいと考えています。 診断士を取得した
をしているのだろう？ と悩んでいる人はぜひ、一度話を聞いてみ

３人掛けもほぼ満員な盛況ぶり

な戦略づくりができることを解説します。

診断士としてやってこれた理由～

24

孝尚先生を講師にお招きし、

ここでは、「マーケティングとは」
を実践レベルで解説し、まず

⑵大阪企業家ミュージアムの見学
（約60分）

師 加藤

「応用編」と題して、税理士の前

実際の決算書や勘定科目内訳書、法人税確定申告書などを基

支援は、中小企業診断士の重要な仕事・役割であるといえます。

⑴大阪企業家ミュージアムのガイダンス
（約20分）

講

分けて計5時間、
「中小企業会計啓発セミナー・基本編」

後半のワークでは、受講者各自が前半の講義内容を踏まえて、

製品開発や新市場開拓』
などの支援、すなわち“マーケティング”

ナーです。

講

平

成29年12月16日
（土）
と平成30年1月20日
（土）の2回に

（文責：会員サポート委員会

京 里美）

方、販売計画、投資計画から資金繰表作成までの構造の理解”
を中心に、具体的事例や勘定科目を通じて分かりやすく、丁寧
に解説していただきました。

委員会のページ
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委員会のページ

新年互礼会 報告

平

研修・事業委員会 担当事業について

成30年1月13日(土)、大阪府中小企業診断協会恒例の

いったん歓談を中断しての出し物は、昨年に引き続いて、会

新年互礼会がホテル日航大阪で開催されました。参加者

員藤本さん・山本さんのフージーマウンテンバンドが登場。若干

当

騒がしい中でも聞き応えのある演奏を披露していただきました。

します。

は来賓を含めて１４４名。協会・士会および各自の業務活動から

新研修、実務補習の平成30年の日程概要をご案内いた

最初に、大阪府中小企業診断協会 風谷理事長の挨拶があり

【総

一次試験

【懇親会】18時30分～ 20時30分

8月第１週の土、日曜日
（昨年は8月5日、6日）

二次試験（筆記） 10月第3週の日曜日
（昨年は10月21日）

う」、 相場は活況とい

口述試験

われる。 農業では「新

12月第3週の日曜日
（昨年は12月17日）

で実施されています。

所 ホテル阪急インターナショナル
大阪市北区茶屋町19－19

総会の議案は、平成29年度の事業報告および決算報告など

断士地位向上の取り組

の承認です。さらに平成30年度の事業計画案および予算案の

みで、 養 成 講 座 開 設

報告です。現在、各委員会で事業計画案を検討しております。

理論政策更新研修（予定）

の種を蒔き、厚生労働

平成30年度の実施テーマは、中小企業の事業承継支援、中
続いて、新入会員１４名の、檀上での自己紹介。１人１分、

規 制 見 直しの 流 れに

初舞台にやや緊張されながらも、特徴を出した自己アピールをし

沿って企業内診断士の

ていただきました。

小企業の新事業展開支援、中小企業の人材確保・活用支援、
中小企業の知財戦略支援の４テーマとなります。

懇親会は、出席いただいた会員の皆さまに楽しく交流していた
だけるようなプログラムを検討しています。ご期待ください。また、

日程は以下の予定で調整しています。

関係団体から多くの来賓の皆さまもお招きします。協会活動へ

活躍の種を蒔いていく

7月7日
（土）
、7月14日
（土）
、8月9日
（木）
、9月8日
（土）
、

とのお話でした。

9月27日
（木）
、10月3日
（水）
、10月27日
（土）
、11月10日
（土）
、
11月17日
（土）
、12月20日
（木）
、1月19日
（土）
、2月15日
（金）

次に、大阪中小企業診断士会 津田副理事長の挨拶がありま

のご理解を深めていただく機会にもしたいと思っています。
なお、正式な総会・懇親会のご案内は、５月初めに行う予定
です。多くの会員の皆さまにご出席いただけることを期待してお

した。士会として、会員の売り上げ向上に打って出るとのお話で

実務補習

した。具体的には、ビジネスセミナー・士会主催の企業内研修

平成30年度夏期実務補習
（未定）

などです。

5日間コース

続いて、大阪府協会前理事長でもあり、中小企業診断協会

ります。よろしくお願いいたします。

7月第1週または第2週の金曜日開始、翌々週明け終了

福田会長のご挨拶がありました。企業内に眠れる宝、診断士の

再度の歓談はとても短く感じられ、終了時刻に。大阪中小企

活用について、３月末までに新内容を発表予定とのことです。出

業診断士会 細谷副理事長による閉会挨拶でお開きとなりました。
当初設定していた二次会には６３名の方が参加。三次会・四

8月第3週の金曜日開始、翌々週明け終了
9月第1週または第2週の金曜日開始、翌々週明け終了
昨年は

次会……へと行かれた方も多く、協会の団結が深まった一日とな

7月7日
（金）
、8日
（土）
、16日
（日）
、17日
（月･祝）
、18日
（火）

りました。

8月18日
（金）
、19日
（土）
、26日
（土）
、27日
（日）
、28日
（月）
9月8日
（金）
、9日
（土）
、17日
（日）
、18日
（月･祝）
、19日
（火）

長の発声による乾杯。にぎやかな歓談とともに、お酒や料理を
楽しみました。

場

会】16時30分～ 18時30分

年度によって、若干の前後はありますが、例年、上記の日程

たに種を蒔く年 」。 診

ご挨拶をいただいた後、大阪府中小企業診断協会 小野副理事

時 5月18日
（金）

中小企業診断士試験日程（未定）

ました。 戌 年＝「 戌 笑

引き続いてご来賓の中小企業診断協会 野口専務理事からも

と懇親会をご案内します。
日

多数の方と相互に親睦を深めました。

たら活用をとのお話でした。

一般社団法人 大阪府中小企業診断協会の平成30年の総会

委員会の事業である中小企業診断士試験、理論政策更

趣味まで、多岐にわたる情報交換、老若男女・専門を問わず

省 の 就 業 規 則・副 業

平成30年総会のご案内

（文責：会員サポート委員会

影山 貴俊）

夏期実務補習は5日間コースのみとなっています。
中小企業診断士試験、実務補習ともに、会員の皆さまのご協
力なくしては、円滑な運営はできません。今後もなにとぞ、当委
員会の事業にご協力お願いいたします。
（文責：研修・事業委員会
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委員会のページ

佐々木 千博）

委員会のページ
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委員会のページ

新歓フェスタ2018のお知らせ

青 年 部 だより

毎年250名を超える参加者を迎える「新歓フェスタ」が今年も開催され

今年も「診断士交流会」のメンバーを募集します。皆さんの積極的な

ます。当日は登録研究会などの展示ブースを設け、協会への入会を検

参加をお待ちしております。平成29年度のメンバーで引き続き参加され

討されている方はもちろんのこと、既に会員となっていただいている方々

る方も、あらためて参加のお申し込みをお願いします。

も協会のさまざまな活動を実感していただけます。会員診断士の交流を
広げるためにも、ぜひご参加ください。
参加費は無料で、会場への出入りも自由
（再入場可）
となっております。

テーマはありません。発表者が得意とする分野、あるいは興味を持って

セッション」
「ワークショップ」の３部構成で開催しました。

《登録研究会および業種別交流会の関係者の方々も懇親会の準備の

従って、今まで全く知らなかった業界のことや、最先端の情報を得るこ

都合上、各個人で協会までお申し込みください。》

とが可能です。その点では、診断士版の「異業種交流会」といえます。

所

参加者

第1部…14:00 ～ 16:30

なお、業種別・専門特化型の交流会として「不動産業界交流会」
「電

第2部…16:30 ～ 17:30

機業界交流会」
「税理士交流会」
「独立希望者の会」があります。こちら

マイドームおおさか

の募集については、別途連絡させていただきます。

1階Ａホール
（大阪市中央区本町橋2－5）

期

間

診断士登録者、二次試験合格者
（会員、非会員問わず）

開催。
登録研究会、交流会、業種別交

流会、青年部などの活動紹介
（プレゼンテーションと展示）
自

参加費

第２部…16:30 ～ 17:30

立食懇親パーティー（無料）

無料
（資料代・懇親会費などは別途必要）

募集定員

由に各展示ブースを回って質問していただくことが可能です。

120名

20名程度でグループ編成します。

申し込み

申し込み 

参加費

平成30年5月～平成31年4月

たら次の仕事がくる」
「採用基準は、自分がどういう人かを知っている人」
「好きなも
ので２時間話せるか」
「アイデアは遠いところ・逆から近づける。ロジックは後」など、
人ぞれぞれに刺さるフレーズがありました。遠い業界だからこその新しい発見と、遠
い中にもある共通点を見つけ、もっとデザインを学びたいと思われた方もたくさんおら
れました。

「センスは知識である」

左から講師の千原徹也氏、会員の山崎 研、坂野 圭吾、

中でも、参加者から一番反応があったのはこの言葉です。
「今までの人生で、どれ 柳田 有香

だけいろんなものを見てきたか？」。その経験が知識となり、その知識の蓄積でセンスが磨かれている。センスは、デザイナーの生まれ持っ
ての感性というイメージがありましたが、ハッとさせられる言葉でした。

協会ホームページの申し込みフォームよりご登録ください。

以下の申し込みフォームよりご登録ください。

締め切り 平成30年5月11日(金)

https://business.form-mailer.jp/fms/0596cc7566401

発足式

無料

平成30年5月24日(木)

19:00 ～

マイドームおおさか8階

第1・2会議室

ふじむら ひで き

はん じ

●藤村 英樹

ワークショップは、
「自分の名前でロゴをデザインする」を行いました。
一人ひとりの案を千原さんに確認いただき、優秀デザインとして尾崎 敏明さん、影山 貴俊さん、
福島 正章さんの３名が選出されました。
第一線で活躍するデザイナーの仕事を通じて、デザイナーの仕事の本質、発想力とは何か、デザ

新入会員の紹介

イナーと一緒に仕事をする可能性、プロフェッショナルの仕事の姿勢を学ぶ機会となりました。

一人ひとりのデザイン案を確認する
千原徹也氏

まさとし

●判治 雅俊

電機メーカーで小売・物流業界向け自動化ロ
ボットの開発に従事。

繊維の専門商社に勤務していますが、新年か

平成30年1月例会

ら社員20名の子会社へ出向しています。２月に

企業内診断士として活動する傍ら、プロボノ

実務補習を終え３月に登録予定です。中小規模

（＝仕事のスキルを活かした社会貢献活動）
で地

の会社に勤務しながら、研究会などにも積極的

域団体や福祉団体等の運営を支援。企業内×診断士×社会参加で独自

に参加して自分を高め、社会に貢献できる診断士になりたいと思います！

の相乗効果を創出していきます。

●趣味・特技

●趣味・特技

皆さん普段、デザイン業界の方と接する機会が少ないこともあって、新鮮な学びがあったようです。
「センスは知識である」
「感動させ

原則、月に１回。火曜日・水曜日・木曜日のいずれか夕方に

プログラム（予定）
第１部…14:00 ～ 16:30

今年度のヤングリーダー講演は、デザインオフィス
徹也氏をお招きし、「事例を通じたお仕事紹介」
「トーク

ができます。メンバーには企業内診断士の方も多く参加されています。

場

師 株式会社れもんらいふ 千原 徹也 氏

て発表しあうという集まりです。一回あたり２人が発表します。統一した

上げます。

平成30年4月14日(土)

講

「株式会社れもんらいふ」代表・アートディレクター千原

いる分野について話していただくので、毎回異なった内容の話を聞くこと

時

開催日 平成29年12月９日
（土）18:00 ～ 21:00

この「診断士交流会」は、月に1度集まって参加者が順番に講師となっ

皆さまお誘い合わせの上、奮ってご参加いただきますよう、ご案内申し

日

ヤングリーダー講演

平成30年度（第20期）診断士交流会メンバー募集のお知らせ

自転車、ウイスキー

マラソン

開催日 平成30年1月13日
（土）10:00 ～ 12:00
プレゼン大会『診断士目線でおすすめしたい観光地・地域』

1月例会は前年に引き続きプレゼン大会を実施しました。今年の内容はいろいろな手法で地方活性化に取り組んでいる場所を取り上げ
て、おすすめしてもらうというもので、8人のプレゼンターが「隠岐の島」
「岩手県紫波町」
「富田林市」
「鳥取県」
「岡山県倉敷市」
「三重
県伊勢市」
「鹿児島県長島町」
「愛知県春日井市」について発表しました。取り組み方法もイベントや街並み、特産品、ハード活用、人

せ の お ゆう じ ろう

すず き

●妹尾 祐二郎
定年を機に再入会をさせていただきました。
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ふみたか

的ネットワークなど各地で違い、とても面白いものとなりました。審査員には北口副理事長・福嶋総務委員長・影山貴俊氏にお願いし、

●鈴木 文崇

はじめまして。現在、生まれ育った大阪船場

鋭く、愛情のある講評をいただくことができました。優勝者は北村真吾さんの鳥取県の取組み「星取県」の内容でした。私も近々訪問を

当時は工業、商業、情報と診断士も分かれて

の地で弁護士をしております。協会活動を通じて

予定しています。発表した皆さんからは資料作成や発

いた時代です。さらに魅力ある協会の変貌に

自己研鑚に励むとともに、弁護士診断士として企

びっくりしています。 現代の浦島太郎ですが、

業の法務・経営の両面をサポートし、わが町大

表の経験ができて良かったという声をいただきました。

皆さま方よろしくお願いします。

阪を盛り上げてまいりたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

●趣味・特技

●趣味・特技

委員会のページ

 術士 機械部門(機械設計)
技
フラメンコギター演奏

ジョギング、スポーツ観戦、名所巡り

青年部では今回のようなプレゼン実践の場も用意して
いますので、ぜひ積極的に手を挙げてください。

青年部

今後のスケジュール

「5月例会」

日時：5月19日
（土）14:00 ～ 17:00 オリエンテーション 13:30 ～ 13:45
場所：未定

講師：診断士の歩き方
（佐々木 千尋・仲谷 陽介・上野 浩二）

青年部だより
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主な 行 事

今回は、総務委員の2人(成田委員・柴田委員)からの体験記をお送りします。

大阪府協会の主な行事

士会の主な行事

平成30年1月~3月

士会総務委員の柴田です。2016年から総務委員の任につい

2017年4月より総務委員として活動させていただいている成田

ており、早くも2年が経過します。そんな総務委員新人の立場か

と申します。これまで約1年間の、総務委員としての私の活動内

ら、士会総務部についてお話しさせていただきます。

容についてお話しさせていただきます。
私が主に担当させていただいたのは、「交流会・勉強会の準

士会総務部は細谷副理事長や石橋理事（総務部長）
を筆頭に、
全7名のメンバーで、主に会員の皆さまに対する情報発信やサ

備や司会進行」、「士会業務局員の方向けの各種規程の作成」
です。

ポート、業務部の運営管理を担っております。
「交流会・勉強会」においては、会員の皆さまへお送りするメー
この2年間のうちでも2017年は非常に濃かった年だと記憶に

ル案内文の作成から、当日の受付、準備、司会進行などを担当

残っています。といいますのも、第一回となる事業説明会や形

させていただきました。事前に総務部会でコンテンツや進行方法

式を変えた秋の交流会、若手会員向け勉強会の企画・開催と、

などを、議論し決めるのですが、会員の皆さまにとって有意義な

新しい取り組みが多かったことが要因でしょう。特に秋の交流会

会とするためにはなにをすべきかということを考える機会となり、

については苦心しましたし、個人的な課題も残りました。

とても良い経験になっています。

苦心の理由は「命題：今までとは異なる交流会にせよ」。これ

「各種規程の作成」においては、細谷副理事長・石橋理事（総

までに開催してきた交流会とはなんぞや、という立ち戻りを行っ

務部長）
・柴田氏と合計4名でプロジェクトチームをつくり、士会

た上でたどり着いたのは、参加者が楽しめてためになる「体験型

業務局員の方向けの就業規則・賃金規程・退職金規程・人事

交流会」というコンセプトでした。ここでは私から提案させていた

評価制度を作成いたしました。特に、人事評価制度の作成にお

だいた企画として「フェルミ推定グループワーク」が採用されたこ

いては、職種別で評価項目と評価基準を細かく定義付けした上

ともあり、45分程度のお時間をいただいて前に立たせていただき

で昇進・昇格基準を定め、運用方法についても十分に精査した

ましたが、いやはや……タイムキープが非常に難しく、想定より

上で導入するに至りました。メンバーの皆さまの経営コンサルタ

時間が押したため、フェルミ推定のコンサル現場活用事例をお話

ントとしてのノウハウや考え方を学ぶことができ、非常に勉強に

しするお時間がとれませんでした……そう、これが個人的な課題

なったと感じています。

です……など、行事ごとの裏方などでバタバタしておりますのが
今後とも、微力ながら士会の発展に貢献できますよう取り組ん

総務部です。

1月 10日・11日・19日 会員サポート委員会
12日 総務委員会
広報委員会
13日 新年互礼会
9日・11日・17日 診断士交流会
12日・23日 業種別交流会
15日 理事会
正副会議
19日 研修事業委員会
20日 土曜セミナー
24日 スキルアップ研修
2月

3月

1日 総務委員会
1日・13日・21日 診断士交流会
5日 理事会
正副会議
6日 広報委員会
6日・9日・21日 会員サポート
16日・27日 業種別交流会
19日 研修事業委員会
21日 スキルアップ研修
6日・１９日 広報委員会
10日 土曜セミナー
13日 合同交流会
16日・23日 会員サポート委員会
19日 総務委員会
20日 スキルアップ研修
22日 理事会
正副会議
27日 業種別交流会
29日 研修事業委員会
31日 青年部１０周年記念大会

平成30年1月〜 3月

事業部会
中之島図書館無料経営相談
中之島図書館共催セミナー個別相談会
総務部人事PT
広報部会
中之島図書館共催セミナー
総務部会
運営部会
23日 船場経済倶楽部ビジネス活性化塾セミナー
25日 理事会
31日 人材マッチング部会

9日・29日
10日・20日
10日
11日
16日
17日
19日

1月

2月

5日・7日・8日・14日・ ビジネスセミナー
19日・20日・23日・26日

会員向けセミナー
中之島図書館無料経営相談
スーツ仕立て会
事業部会
中之島図書館共催セミナー
23日 総務部会
運営部会
26日 広報部会
スーツ仕立て会

6日
7日・17日
20日
21日

3月

1日 理事会
7日・17日 中之島図書館無料経営相談
中之島図書館共催セミナー個別相談会
14日 中之島図書館共催セミナー
23日 総務部会
27日 船場経済倶楽部ビジネス活性化塾セミナー
29日 事業部会

でまいりますので、なにとぞよろしくお願いいたします。
(文責：成田 将之)

この号が皆さまのお手元に届く頃には士会事業説明会は開催
間近、または終了後でしょうか。2018年からは市内の老舗テー
ラーにご協力いただいて、お得なスーツの仕立て会を定期的に

編集後記

〜広報委員会から〜

開催予定です(第１回は2月開催済み)。これらの開催にも総務部

桜の写真が府協会会報誌の表紙を飾ると、春・新年度の

先日ある講演会で、
「事業承継で最も大事なのは、借金を

が深く関わっております。ぜひ士会会員となって、総務部のサ

訪れを感じます。４月から新しい環境で仕事をされる方も

継がせる覚悟、継ぐ覚悟だ」と聞き、個人的に腹落ちする

ポートを受けていただければ幸いです。もちろん、士会委員をやっ

多いと思います、それぞれの環境で桜満開の活躍を祈念し

ことがありました。経営に携わる方に、安心して「覚悟」を

てみたい！という方もお待ちしております。

ております。

持っていただくためには、診断士の知見・サポートが欠か

今回の特集記事は、今まさに中小企業政策の最重点課題

(文責：柴田 将芳)

である事業承継です。５名の方々による執筆はいずれも実
践的な知見と示唆に溢れる内容で、読者の皆さまの実務や

せません。事業承継の現場でも診断士の力を発揮してまい
りましょう。
（広報委員会

永井 俊二）

経営相談にお役に立つ内容だと思います。
秋の交流会風景
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士会のページ

今後の活動予定
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