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（　2　） 診 断 士

平成27（2015）年　知事年頭所感

　あけましておめでとうございます。
　昨年は、青色 LED 開発に対するノーベル
物理学賞が授与され、iPS 細胞を用いた再生
医療の世界初の臨床研究がスタートするな
ど、日本の科学技術力の高さに世界の注目が
集まりました。また、日本、そして大阪でも
日本一の高さを誇るあべのハルカスの開業も
あって、外国人旅行者数が過去最高を記録す
るなど、景気回復に向けた明るい兆しが見え
た年でもあります。
　府政においては、大阪の成長戦略を推進し、
成長と安全・安心のよき循環の実現を目指し
た取組みを進めてきました。健全で規律ある
財政運営の確保を図りつつ、第３セクターの
株式売却収入を活用したストック組み換えな
ど、政策の刷新を図った結果、危機的な財政
状況から脱却できる見通しが見えてきたとこ
ろです。知事としての任期最終年となる今年
は、これまでの成果を定着させ、大阪のさら
なる発展を見通す「仕上げの年」としたいと
思います。
　観光集客については、2020 年の目標であ
る来阪外国人旅行者数 650 万人の達成に向け
て、大阪の都市魅力をさらに高めていく必要
があります。今年は、新たな大阪のまちづく
りの契機となった大坂の陣、道頓堀川開削か
ら 400 年など、さまざまな節目が重なる年で
す。この 2015 年度を、大阪の都市魅力を発
信する「シンボルイヤー」として、2020 年
の東京オリンピック・パラリンピックに向け
たキックオフの年とも位置づけ、「大坂の陣
400 年天下一祭」「水都大阪 2015」「大阪・光
の饗宴」等の取組みやラグビーワールドカッ
プの誘致など、都市魅力の創造と内外からの
集客を戦略的に展開していきます。
　成長の源泉となるイノベーション創出と、
世界最高のビジネス環境整備にも力を注いで
いきます。その突破口となる国家戦略特区に
ついては、昨年９月の区域計画認定により、

まずは医療分野において新たな一歩を踏み出
しました。今後、大阪大学や国立循環器病研
究センターなどでの保険外併用療養や「雇用
労働相談センター」の実現をはじめとする特
区提案の更なる具体化を通じて、岩盤規制を
打ち破り、スピード感を持って規制緩和を実
現していきます。
　人口減少が続くなか、女性が輝く社会
づくりや、将来世代への投資は重要です。
OSAKA しごとフィールドに「働くママ応援
コーナー」を設置し、女性の就業促進と社会
進出を支援していきます。また、子ども・子
育て支援新制度の実施に合わせ、乳幼児医療
を含む子育て支援サービスの水準向上に向け
市町村を支援する方向で考えています。引き
続き、市町村との適切な役割分担のもと、広
域自治体として、社会が持続するための不可
欠な施策やサービスをしっかりと担ってまい
ります。
　府民生活の安全・安心は、行政の基本的な
使命です。昨年から防潮堤の液状化対策など
津波浸水対策、地震による火災・倒壊被害が
想定される密集市街地対策を先行的に実施し
ています。新しい地震防災アクションプラン
に基づき、今後とも、こうしたハード整備や
ソフト対策に精力的に取り組みます。
　知事に就任して以降、橋下大阪市長ととも
に府市協調・連携して大阪の再生に取り組ん
できました。この仕組みを定着させるため、
新たな大都市制度の実現が必要です。特別区
の設置について、最終的には住民の皆さんに
ご判断いただきたいと考えています。
　大阪が変われば日本が変わると確信してい
ます。改革を着実に進め、東西二極の一極を
担う「強い大阪」を目指してまいります。
　皆さまの一層のご理解とご協力をお願いい
たしますとともに、本年が皆様にとって実り
ある素晴らしい年となりますようお祈りしま
す。

大阪府知事　松井　一郎
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　あけましておめでとうございます。
　皆様方には健やかに新春をお迎えのことと、
心からお喜び申し上げます。
　さて、昨年 12 月で市長就任から３年が過
ぎ、任期も残すところあと１年となりました。
　これまでの３年間、活力ある大阪を取り戻
すため全力で走り続け、まずは「現役世代へ
の重点投資」として、特に待機児童対策など
の子育て支援や教育施策に力を入れてまいり
ました。待機児童対策では、保育ママといっ
た新しい施策も取り入れ、10 区で待機児童
ゼロを達成しました。今後の潜在的なニーズ
も想定し、保育を必要とする児童の数を上回
る入所枠を確保するなど、安心して子育てや
働くことができる環境を整えてまいります。
また、教育施策では、ICT の活用や英語教
育といったカリキュラムの充実とともに、中
学校給食などの環境整備を進め、子どもたち
の学力向上と、自立できる力を育成する仕組
みづくりに取り組んでまいりました。大阪の
将来を担う子どもたちが安心して学習し、個
性や才能を伸ばして、広く活躍する人材とな
るよう、引き続き教育改革に力を入れてまい
ります。
　昨年、大阪は「関西圏　国家戦略特別区域」
に指定されました。民間活力を最大限発揮し
ていただけるよう、これまでの岩盤規制を打
破し、国際的なビジネス環境を整備すること
により、この大阪を、国の成長をけん引する
戦略拠点にしようと奮闘しているところです。

「うめきた」においては、西日本最大のター
ミナル地区としてポテンシャルの高い貴重な
空間を最大限活かし、世界の人々を惹きつけ
る魅力を備えた「みどり」と、世界をリード
する「イノベーション」を生み出す都市機能
との融合拠点の形成をめざして、今春にはま
ちづくり方針を固めてまいります。
　また、大阪城公園においては、公園を一体
管理し、新たな魅力向上事業を実施するパー
クマネジメント事業者を昨年、決定しました。

大阪城公園の魅力が余すところなく引き出さ
れ、画期的に変貌を遂げることが期待されま
す。天王寺公園も、今年の秋から民間事業者
が管理運営を行うこととなり、民間の力で大
阪を代表する両公園を大いに盛り上げていっ
てもらいます。さらに、天王寺動物園の改革
を本格的に行い、大都市大阪にふさわしい魅
力にあふれた第一級の動物園に生まれ変わら
せます。
　市民生活の安全・安心面では、街頭犯罪件
数のワースト返上をめざし、街頭犯罪抑止
チームを発足させ、大阪府や大阪府警とも連
携しながら集中的に警戒を行ってきました。
客引き行為についても、適正化を図るため精
力的に取り組んでおり、市民の皆さんだけで
なく、観光客の方々にも安心して大阪の街を
楽しんでいただけるよう努力してまいります。
　今年は、戦後 70 年の節目に当たる年です。
戦争体験が風化しつつあるなか、特に若い世
代が平和の大切さを心に刻み、自分の命を大
切にして、困難に立ち向かう意欲を持てるよ
う、あらためて平和を考える取り組みを行っ
てまいります。
　市長就任以来、市役所をゼロベースでグ
レートリセットするという考え方で市政改革
を進め、そこから生み出した効果を、「現役
世代への重点投資」や「高齢者・障がい者な
ど真に支援が必要な方々のための取組み」な
どの政策推進に活かしながら市政を進めてま
いりました。これら市政改革と政策転換によ
り、大阪再生への道が開けてきたと同時に、
確かな財政基盤の構築にも道筋がついてきた
ところです。新たな大都市制度の実現に向け
て、各区長も、区シティ・マネージャーとし
て局も動かしつつ、個性あふれる区政運営を
行っており、市民生活の向上、大阪の活性化、
財政基盤の安定を未来においても確かなもの
とするために、今年も全力で取り組んでまい
りますので、市民の皆さまのご支援、ご協力
を賜りますようお願いいたします。

大阪市長　橋下　徹

新年のごあいさつ
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年頭所感

　平成27年の新春を迎え、謹んで新年のお慶
びを申し上げます。

　昨年は、円安の進行、消費増税とその後の
消費の反動減、雇用情勢の改善と人手不足、
原油価格の低下など、企業経営を取り巻く環
境は目まぐるしく動き、難しい対応が迫られ
た１年となりました。今年は、個人消費の回
復、設備投資の拡大、外需の取り込みなどを
通じて新たな成長ステージに移行できるかど
うかが問われる正念場です。
　関西のおかれる状況を見ますと、工業生産
は、ここ３年ほど一貫して全国平均を上回る
推移を見せています。関西の製造業は、特定
の産業に依存するのではなく、バランスのと
れた構造で、優れた技術を誇る企業が厚く集
積し、強い総合力を持っています。また、街
では、再開発プロジェクトの完成やテーマ
パークの拡大、海外観光客の増加など、観光・
物販に明るい材料も見られます。課題は、こ
れらの強み、明るい材料がまだら模様となっ
ていることです。
　近畿経済産業局としましては、中小企業の
置かれた厳しい環境や地方都市が直面するさ
まざまな課題に丁寧に目配りをし、きめ細か
く対応するとともに、明日の関西をけん引す
る産業の育成に全力を挙げてまいります。
　以下に当局が今年重視するキーワードと４
つの重要分野に触れさせていただきます。
　まず、今年のキーワードはネットワーク力
の再生・強化です。
　関西では、地域・業種・規模を超えた企業
間のネットワークが優れた製品を生み出す豊
かな土壌を形作っています。一方で課題もあ
ります。近年の生産体制のグローバルな再編
が進行する中で、これまで緊密だった川上企
業と川下企業の関係に変化がみられる部分が
あります。また、優れた技術を持ちながらも
廃業に迫られる企業も少なくありません。
　関西が新たな輝きを増すためには、企業相
互のネットワーク力を、新たな環境の中でも
う一度構築しなおす努力を意識的に強める必
要がありましょう。当局では企業ネットワー
クを構築・強化する取組への支援を充実させ
ます。
　次に重要分野ですが、一つ目はライフサイ

エンスです。関西は世界最先端の研究機関と
関連産業が集積し、国家戦略特区でも数多く
の提案を行っています。当局としては、この
地域の強みを活かし、橋渡し研究の支援、医
工連携の充実に一層力を入れてまいります。
特に、異分野から医療機器市場に参入されよ
うとする企業に対して、製品企画、開発、規
制への対応などの一連のステージを貫くサ
ポートを行います。
　二つ目はインバウンドの強化です。関西は
世界にアピールできる魅力の宝庫です。それ
を活かすためには、関西を外国人にとって、
さらに暮らしやすく、動きやすく、学びやす
く、楽しみやすいエリアとすることが必要で
す。観光、対内直投、留学生などの各テーマ
を横串でさして、「外国人本位の視点」で関
西の課題を見つめなおす必要がありましょう。
当局では、様々な外国人・外国企業の声を集
め、皆様に提供し、2020年に向けたアクショ
ンを幅広い関係者と一緒に考えてまいります。
　三つ目はエネルギーです。昨夏、電力需給
逼迫が懸念されましたが、皆様のご協力によ
り何とか乗り切ることができました。他方、
関西には電気・電子製品等のエネルギーに関
連する企業が数多く存在しています。関西で
より多くの中小企業やベンチャー企業と大学
や川下企業が連携し、スマートエネルギー分
野のイノベーションが活発化するよう取り組
みます。
　四つ目はサービス産業の強化です。地域の
暮らしと雇用に果たすサービス企業の役割に
は誠に大きいものがありますが、他方で、こ
の分野の高付加価値化やイノベーションには
まだまだ光が当てられていません。政府は

「日本サービス大賞」を設けるなどの新たな
政策を予定しています。当局としても、地域
の輝きを増すサービス企業の支援を強化しま
す。
　今年も当局は、職員挙げて皆様の生の声を
できるだけたくさん伺うよう努めてまいりま
す。本年も当局の施策に目を配っていただき、
最大限にご活用いただきますよう、改めてお
願い申し上げます。結びに、本年の皆様方の
御発展と御健勝を祈念いたしまして、新年の
御挨拶とさせていただきます。

近畿経済産業局長　関　総一郎
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　新年明けまして、おめでとうございます。
　新春を迎え、大阪府中小企業診断協会会員
の皆様方に心からお慶びを申し上げます。
　会員の皆様方におかれましては、日頃より
中小企業診断士の知名度の向上およびその社
会的地位の向上のために積極的な活動を展開
していただき、誠にありがとうございます。
　私ども中小企業診断協会本部は、昨年、記
念すべき創立60周年を迎え、10月28日・29日
の両日、例年開催している中小企業経営診断
シンポジウムとともに、創立60周年記念大会
を開催させていただきました。
　両日とも、全国から400名を超える皆様方
にお集まりいただき、また、大阪からも多く
の会員にお集まりいただきましたことに深く
感謝いたします。
　さて、大阪府中小企業診断協会におかれま
しては、府協会及び診断士会への機能分化や
一般社団法人への法人化移行をバネに、会員
支援機能の強化並びに多面的な事業活動を展
開しておられます。
　金融機関や大学、さらには弁理士会などを
はじめとした他士業等との連携協力体制を構
築することにより、大阪府診断協会会員の皆
様方の活動分野の拡大に努められていること
を、大変喜ばしく思っています。
　これら大阪府診断協会をはじめとした各都
道府県協会の取り組みを結集させ、大きな力
にするとともに、中小企業診断協会本部にお
きましては、中小企業診断士の存在を、より

広く社会にアピールすることを目的に、今般
の60周年を契機といたしまして、中小企業診
断士のブランディング戦略の展開を積極的に
推進していく所存ですが、この取り組みにつ
きましては、今後さまざまな機会を通じて、
会員の皆様方にご報告していく所存です。
　なお、わが国を取り巻く経済状況は、輸出
環境の持ち直しや各種経済政策の効果が下支
えとなる中、景気の回復基調が続いていくこ
とが期待されていますが、中小企業・小規模
企業では必ずしも景気回復を実感できるもの
ではなく、円安による原材料費の高騰等、多
くの課題を抱えていることは周知の通りです。
　まだまだ厳しい経営環境にある中小企業・
小規模企業に対する助言者としての我々中小
企業診断士に対する期待は、今後ますます大
きくなっていくとともに、その主体的力量を
問われることも必須と考えます。
　このような変革期においてこそ、大阪府中
小企業診断協会をはじめとした各都道府県協
会会員の皆様方にはより一層、自己の力量強
化に取り組んでいただき、各都道府県協会ひ
いては中小企業診断協会の発展のために、主
体的にご協力をいただけるようお願い申し上
げます。
　最後になりましたが、本年も大阪府中小企
業診断協会会員の皆様方のますますのご健勝
とご多幸、ご活躍を祈念いたしまして、新年
のごあいさつとさせていただきます。

新年のごあいさつ

一般社団法人中小企業診断協会　会長　福田　尚好
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新年のごあいさつ

機能分化の更なる強化と、運営の一体化
　新春を迎え、会員の皆様には良きお年をお
迎えのこととお慶び申し上げます。
　昨年は、大阪府中小企業診断協会、大阪中
小企業診断士会の事業運営に対し、皆様方か
ら多大なご協力を賜り、ありがとうございま
した。
　大阪府中小企業診断協会、大阪中小企業診
断士会の両理事長をお引き受けして、「脱皮
そして飛躍」をスローガンに掲げて以来、会
員の皆様方の温かいご支援・ご協力を強い味
方として、大阪府中小企業診断協会・大阪中
小企業診断士会の発展に努めてまいりました。
　この間、両組織におきましては、機能分化

（会員支援機能及びコンサルティングファー
ム機能）による効果を最大限に発揮し、会員
支援活動や多面的な事業活動を推進してきま
した。
　例えば、「新年互礼会」「新歓フェスタ」等
の大盛況化は、今後の当協会を支える会員の
交流と自己研鑽の機会の醸成に大きく寄与す
るものと期待しています。
　また、金融機関や大学、さらには弁理士会
などをはじめとした他士業等との連携協力体
制の構築は、会員の活動分野の拡大に寄与す
るものと思われます。
　このような両組織の機能強化は、多くの会
員の皆様からも評価をいただいており、一定
の効果は上げたものと確信しています。
　しかし一方では、このような機能分化とそ
の効果的推進が組織の分断化というマイナス
の側面を生じつつあることも否めません。
　二つの組織が独立して各々の機能追求に努
めることが両組織の意思疎通を阻害しつつあ
るのです。つまり、「診断士会が今、何をし
ているのか分からない」、「府協会が今、何を
しているのか分からない」という声が聞こえ
始めてきています。

　言うまでもなく、私たちの母体は大阪府中
小企業診断協会であり、その基盤のもとに大
阪中小企業診断士会を組織して機能分化を図
り、両組織が固有の機能を有効に発揮しやす
くすることを目的としています。
　しかし、前記のようなマイナスの側面が表
れつつあることから、両組織の意思疎通を密
にするために、昨年の総会以降、運営の一体
化に取り組んでまいりましたが、今年はさら
に両組織の運営の一体化を図り、両組織が相
互理解のもとに、より一層の機能分化・強化
を図って、会員の皆様のご要望にお応えする
つもりですので、さらなるご理解・ご協力を
お願いいたします。

（診断士の社会的地位の向上を目指して）
　大阪府中小企業診断協会、大阪中小企業診
断士会の究極のミッションは「診断士の社会
的地位の向上」にあることは常々申し上げて
いるとおりです。
　ご存知のように「認定支援機関」制度導入
当初は、私たち診断士にとっての認定申請は
極めてハードルが高かったことは否めません。
しかし、制度が動き始めるにしたがって、私
たち診断士に対する評価も日に日に高まって
きています。このような兆しを本格的な順風
にするよう自己研さんに努め、診断士の「社
会的地位の向上」と、それを基盤にした「事
業領域の拡大」に努めなければなりません。
　さらには、本部が提唱するブランディング
戦略推進の先兵として主体的な活動を展開し、

「中小企業診断士の社会的地位の向上」を確
固たるものにするよう努めるつもりですので、
会員の皆様方の絶大なご支援・ご協力を切に
お願い申し上げます。
　最後になりましたが、会員の皆様方のご健
勝とご多幸をお祈りいたしまして、年頭のご
挨拶とさせていただきます。

一般社団法人大阪府中小企業診断協会　理事長　 　　　　　
一般社団法人大阪中小企業診断士会　理事長　　 福田　尚好
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　今年、一般社団法人 中小企業診断協会は、
創立60周年を迎えました。そこで、60年にわ
たる当協会の事業や会員の活動成果を記念し
た行事として「創立60周年記念大会」が開催
されました。
　毎年、中小企業の健全な発展のために、経
営診断・支援技法等について深く研究し、そ
の普及を図る目的で「中小企業経営診断シン
ポジウム」が開催されていますが、今年は、「創
立60周年記念大会」も併せて開催されました。
　そこで、会長特別表彰として各都道府県の
会員診断士の表彰が行われました。表彰の対
象は会員歴30年以上、65歳以上かつ未受賞の
方々です。
　会長特別表彰を受賞された一般社団法人　
大阪府中小企業診断協会会員の皆様をご紹介
させて頂きます。
　受賞者の皆様、誠におめでとうございまし
た。

会長特別表彰者

お名前 会員歴（年）

鹿島　啓 34

勝本　信男 35

金尾　茂樹 34

川添　嗣夫 36

来住南　吉孝 34

久保　量則 35

桑野　秀朗 36

地代　憲弘 30

杉野　義博 30

田村　英也 33

遠山　英樹 38

西田　金司 30

野村　健 30

桧山　智亮 33

平井　隆 32

福田　芳昭 30

藤川　正士 37

松江　満之 42

南川　忠嗣 42

宮本　健次 33

森井　義治 39

森末　清成 30

八木　弘泰 41

山下　秀夫 34

山本　雄三 34

吉岡　行雄 42

（敬称略）　

会長特別表彰者
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　先日まで、広報委員として会報誌の編集に
携わっておりましたが、今度は自分が寄稿す
る機会を頂戴しました。身に余る光栄です。
　政府系金融機関に務める中で、診断士とし
てどのように活動しているか、診断士として
のネットワークやスキルがどのように生きて
くるのか。小規模企業や創業支援の専門家と
していかに資格を活用しているかについて、
拙文になりますが、報告します。
　診断士の資格は一次試験において多様な知
識、二次試験では、論理的な思考力やライ
ティング力、登録までの過程で企業の分析や
提案を学びます。その後研究会や交流会、委
員会に参加する事で、様々な業界、専門分野
の方との交流を深めていくことが出来ます。
また、士業ということで、他の士業の方との
交流も持ちやすい。この一連のプロセスは、
小規模企業支援の現場でも、仕事の質を高め
てくれていると痛感しています。

①個別企業の金融支援現場の視点
　勤務先の業務は、主に小規模企業への融資
支援です。支援業務は、個別の融資相談や貸
付審査が中心です。診断士資格取得によって
特にスキルアップ出来たと考える分野は、ビ
ジネスモデルや企業の特徴や強み・弱みなど
を理解する能力、金融機関でいうところの

「定性面分析」です。
　過去の決算実績に対する数値分析は、今日
コンピューターが精緻にやってくれます（勿
論そのレポートを理解する知識や経験は必要
ですが）。限られた経営資源を総動員して経
営する小規模企業の経営を理解し支援するた
めには、コンピューターがはじき出した数値

目線だけではなく、社長の思いに共感してビ
ジネスの特徴を聴取して、それを稟議書にう
まくまとめるスキルが必要になります。診断
士資格取得で得られた知見は、この定性面分
析のスキルアップに役立っています。
　このスキルは、ヒアリング力・傾聴力とい
うサービス業のCS向上に有効な能力にもつ
ながると思います。コーチングの基礎である

「答えは相手の中にある」ということは、中
小企業にも当てはまります。それぞれの分野
で日々努力をされている社長さんの話を、
しっかりと聴き、聴き取った事・感じた事を
整理してお伝えするだけで、多くの社長さん
は安心されます。この安心感は、融資の可否
を超えたところでのCSに繋がるのではない
かと、考えて日頃から実践しています。
　具体的には、遮らず社長さんの話を聞いた
後、「自慢の商品・技術・社員さんですね。
今後の成果に期待ですね。」など企業の良さ
に共感する言葉。「惜しいところですね。今
後の課題ですね。万一つまずきがあるとすれ
ば。」など、改善点やリスクに関する事、こ
うしたフレーズを使いながら、社長さんと会
話する事で、沢山の情報を教えていただく事
ができ、良い稟議書が出来上がります。
　これらの経験からまとめて、診断士目線＋
小規模企業支援目線で、「資金調達力があり、
優れた会社・社長」とは、財務内容が良い企
業は言うまでもないところですが、自社の経
営資源や経営環境を良く理解して、事業コン
セプトをシンプルに表現できる会社なのだと
思います。「だれに何をどのように提供して、
どんな付加価値により、顧客からお金を頂戴
しているのか」ということを、シンプルに説
明いただける社長さんの会社は、稟議書もス
ムーズに作成でき、社内的にもスピーディー
に事が運びます。

「小規模企業支援の 
現場での、診断士資格 

活用事例」
会員　永井　俊二

ファイナンス系診断士の活動報告
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②社内外での講義や人材育成の視点
　現職は、融資を少し離れて創業・第二創業
に関する周知業務が主体です。年齢や経験、
性別など多種多様な方に、講演を行っていま
す。融資制度の説明にとどまらず、起業家意
識やビジネスモデルの基礎に関する講義につ
いては、「融資課長」ではなく、「診断士」と
して、話をするように心がけています。
　中小企業の素晴らしさを伝えるのは、診断
士の役割だと考えていますので、分かりやす
いモデルを例示しながら講演を行っています。
　診断士の中小企業経営に関する幅広い知見
は、これから起業をしようと準備をしている
方々に有用であることは言うまでもありませ
ん。いかにして分りやすく・腑に落としてい
ただけるかを工夫しながらの試行錯誤です。
　加えて対象層を若年に広げて、高校生や大
学生を対象とした講義も行うようになりまし
た。創業予備軍の育成の観点での起業家教育
です。　
　高校生に対して地域の課題解決の手法とし
て、ビジネスプランを教える仕事は、勤務先
の本業の収益に繋がるものではありませんが、
地域活性化のお手伝いを出来る素晴らしい仕
事でした。最近では、地域の農産物を活用し
て、若者の消費を促すことを考えたいという
高校生のアイデアを支援しました。いずれ社
会に出る若者が、地域の課題を発掘して、ビ
ジネスの視点で情報を集めたり、討議したり
することは、社会で必要な能力を涵養し、経
済活性化を担ってくれるものと確信します。
　国もこの分野に目を向けており、診断士の
新たな活動分野として、起業家教育は今後重
要になっていくのではないかと考えています。

③中小企業支援策の伝道者の視点
　仕事柄、官公庁や自治体、商工会・商工会
議所、認定経営革新等支援機関、よろず支援
拠点等、中小企業を支援する機関と連携して
小規模企業支援をする場面があります。特に

大阪府内には、中小企業を支援する様々な公
的サービスが充実しています。診断士である
からこそ、こういった機関のサービスの特徴
を良く理解して、各機関と顔の見えるネット
ワークを構築しておく事で、どこに相談して
いいか分からない社長さんを適切な機関にご
案内することが可能になります。
　残念ながら、街の社長さん達に、有用な中
小企業施策は十分に認知されていないのが現
状だと感じます。診断士として、中小企業施
策を十分に理解して、社長さんに案内する事
はとても重要なので、今後も実践します。
　これから活躍する、若手診断士の方は、一
次試験で暗記した各種の施策の内容を、知識
にとどめず、社長さん達に案内する事を心が
けていただきたいと願います。

④金融機関勤務診断士の役割、展望
　与信の可否判断に留まらない知見を持つ
ファイナンス系診断士は、社長さんとの会話
の中で、診断士の知識とネットワークを生か
したアドバイスを積極的に行っていくべきだ
と思いますし、今後益々そういった役割を求
められると思います。
　そのためにも、時間が許す限りは、多様な
会社外の人たちと交流を持つことが大事だと
思います。ファイナンス企業内診断士の方々
におかれては、ぜひ研究会や交流会、委員会
に積極的に参加することを願います。
　私自身は生涯小規模企業支援の最前線で街
の社長さんを少しでも元気づけられるように、
活動していきたいと考えています。その意味
で診断士は、本当に大切な資格であり、今後
もその名に恥じぬ仕事をして、中小企業診断
士の知名度と社会的地位向上に貢献していき
たいと考えています。

略歴
滋賀大学経済学部卒業後、平成６年より政
府系金融機関に勤務。平成19年中小企業診
断士登録。顧客満足経営研究会所属。平成
23年から平成26年５月まで府協会広報委員。
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１．自己紹介
　初めまして、平成26年２月登録の神谷邦男
と申します。今回はこのような執筆の機会を
いただきありがとうございました。中小企業
診断士としては登録したばかりで「ファイナ
ンス系診断士」などと名乗れるような立場で
はありませんが、せっかくいただいた機会で
すので、私の過去・現在の仕事について書か
せていただこうかと思います。
　私は平成26年２月に中小企業診断士に登録
して、昨年の春に12年間勤めた会社を辞め、
現在の会社に転職いたしました。現在の会社
は投資型クラウドファンディングの手法を使
い中小企業への投資を行う会社で、私はそこ
で事業者の調査や事業計画の作成支援等の業
務を行っております。

２．経理マン時代の私
　大学を卒業後、新卒として東大阪の中小企
業に入社しました。最初は子会社の建設会社
に出向し、そこで原価計算業務と管理業務を
２年、入社３年目に親会社の経理部に配属と
なりました。経理部に配属になった当初は簿
記３級しかもっていなかったため、それこそ
小口現金の管理から帳票の整理といった下積
みから始め、少しずつ業務の経験を積みなが
ら勉強をして月次決算や年次決算に関われる
ようになりました。退職する時にはグループ
会社全体の連結決算や税務申告、また公認会
計士の会計監査に同行して支店監査等も担当
するようになり、中小企業の数値に関わる業
務はこの時に全て経験させていただきました。
　最初は簿記・会計は全く知らず、仕訳もき

れませんでしたが、経理部に配属になる数か
月前に簿記３級を取得し、その後、経理部で
働きながら簿記２級を取得していきました。
　また、仕事をする上で法律についても勉強
する必要があったため行政書士の勉強も行い
取得いたしました。その後、30才の頃に自己
啓発の一環として中小企業診断士の勉強を開
始しました。32才の時に合格して昨年の２月
に中小企業診断士に正式に登録しました。
　そして、合格後に実務補習や様々な経験を
していく中で経理だけではなく、企業経営全
般にもっと関わりたいと思うようになり、昨
年の４月に現在の会社へと転職しました。

３．新しい会社～マイクロ投資
　現在、勤務している会社は投資型クラウド
ファンディングを行う会社です。クラウド
ファンディング（以下、CF）とは、「クラウ
ド（crowd）=群衆」と「ファンディング

（funding）=資金調達」を合わせた造語で、
個人や組織が不特定多数の人々からインター
ネット経由で資金を集め、事業を行うことで
す。最近、新聞等にも少しずつ載るように
なってきておりご存知の方もおられるかも
しれませんが、まだまだ日本では広がり始め
たばかりの分野です。
　CFには、大きく寄付型、購入型、投資型
の３つの種類があり、寄付型は文字通りCF
の手法を使って寄付を集めることです。購入
型は、CFの手法を使って新規開発の製品・
サービス等の提供を予約販売し、集まった資
金で製品開発やサービス（飲食店の新規出店、
新たなサービス）を行います。そして、投資
型ですが、投資型にはさらに株式型・貸付型・
プロジェクト型等の細かい分類があるのです
が、簡単にいうとCFの手法で集めた資金を
使って事業を行い、事業終了後に元本＋リ
ターンを投資家に返すものです。もちろん、

共感する思いと共に 
資金を循環させる

　会員　神谷　邦男

ファイナンス系診断士の活動報告
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投資である以上、元本が毀損してしまうリス
クもあります。
　私の個人的な考えではありますが、寄付型
や購入型に比べて、投資型は事業が終わった
後に元本にリターン（リスクがある分、銀行
金利より高くなる傾向あり）を付けて返済が
行われるため、投資家は返ってきた元本＋リ
ターン（中には元本が毀損している場合もあ
り）を、再度同じような事業を行う事業者に
投資する傾向があり、寄付や購入型よりも資
金が循環し、投資が継続していく傾向がある
ように思われます。

４．現在の仕事～信頼性・事業性・共感性
　私の仕事は、投資を受け入れる事業者の企
業調査・事業計画分析、事業計画作成支援等
を行う事です。
　事業者の調査・分析をおこなう上での判断
基準としては、「信頼性・事業性・共感性」
の３つがあります。「信頼性」は、事業者が
誠実に情報開示を行うか、事業者の本気度な
どを診ます。「事業性」については投資であ
る以上、元本とリターンを返さなければいけ
ませんので、ファンド期間中は倒産せずに事
業継続が行えるか、また事業に他社との差別
化ができる「強み」があるかなども診ます。
そして「共感性」ですが、CFは一般の個人
投資家から資金を集めるため、その事業が一
般の人々の共感を得て応援してもらえるよう
な魅力的な事業であるかが重要であるため、
共感を得られるかも診ます。その他にも細か
い分析手法や判断基準はたくさんありますが、
まずは上記の３つの基準に照らした上で、当
社の担当者がその事業を本当に応援したいと
思える（自分でも投資したいと思える）よう
なファンドを組成しております。
　私は前職の経験と中小企業診断士という資
格をもっているため、上述した調査・分析業
務の中で、特に数値など定量面の分析を重点

的におこなう業務を担当しております。分析
の際には事業者から提出いただいた資料を最
初に見るのですが、決算書等は見ることに
よってある程度の財務状態や経営成績を把握
することは可能です。ただし、細かい部分や
今後の事業計画、事業者の事業に対する思い
となると、書面だけではなく、事業者から直
接ヒアリングをしなければわからない部分が
多く、日々、様々な資料を分析しながら、経
営者の方とのヒアリングやメールのやり取り
をしております。前職は経理だったため、数
値の見続けるという事はまったく苦にはなら
ないのですが、ヒアリングとなるとまだ少し
緊張します。

5．終わりに
　前職は情報通信会社の経理、現在はマイク
ロ投資を扱う投資会社で事業者の事業計画作
成支援、一見全く違った業種・職種のように
思われますが、どちらの仕事も簿記・会計を
ベースにしており、その知識と経験をベース
に中小企業診断士の知識と資格を使って、現
在の業務を行っております。転職した直後は
現在の仕事を行えるのか等々いろいろな不安
もありましたが、やってみたら今のところは
なんとかなっております。
　今後は経理で培った会計の知識・経験を
ベースに、現在の仕事を通じて中小企業の支
援を行いつつも、実務を通じて研鑽を積んで
いこうと思っております。そして、中小企業
にリスクマネーを供給することのできる自社
のサービスを日本に浸透させていくため、
日々全力で頑張っていこうと思っております。

略歴
平成26年２月中小企業診断士登録。
大阪の情報通信会社にて経理業務を12年。
小口現金から決算・税務業務、監査等に従事。
その後、現職にて中小企業の調査・分析業
務に従事、現在に至る。
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　京セラ子会社で経営管理統括部に所属し、
アメーバ経営を実践していました。そこで学
んだ「部門別採算」「時間当り採算」などの
管理会計の仕組みを、中小企業の現場に導入
した結果を報告します。

１．自己紹介
　京セラグループのメディカル系企業に勤め
ていた頃、本社の経営管理統括部に所属し、
責任者としてアメーバ経営を学びました。こ
こで実践していたのは「財務会計」ではなく

「管理会計」です。それと同時に、元・IT技
術者として「時間当り採算システム」の運用
を担当していました。
　実践していた管理会計は、簡単にいえば、
部門ごとのP ／Ｌを予実管理する仕組みです。
さらに労働時間を加えて、従業員一人、１時
間当りの損益を可視化します。

２．九州からの依頼メール
　九州地方で建設業を営む中小企業から、部
門別採算を導入したいとのお話をいただきま
した。先方の担当者が「部門別採算を導入す
るには、ツールとしてITシステムの知識も
必要」と判断されたようです。この視点の鋭
さは、のちに導入を成功させた要素が表れて
いたと思います。

３．IT企業の「システム提案書」の評価
　飛行機で九州に入り、初回の訪問となりま
した。まずは「懐かしい場所です」との世間
話から始まりました（全国を旅したので、ど

こに行っても懐かしいです）。地元の話で社
長と共通点が見つかり親近感も湧いたころで
す、IT企業が作成した「部門別採算システ
ム導入の提案書」を見せていただきました。
それは私が知っているIT企業の提案書でし
た。
　「この提案内容はどうですか？」との質問
に対し、率直な回答をさせていただきました。
実際にかかるだろう総額、運用の手間、導入
事例やそのシステムを導入した企業の感想、
さらには営業マンの本音などを伝えました。
　この企業が求めている機能や規模との差異
が大きいことが明確だったため、その提案は
選択されませんでした。

４．必要な機能を抽出
　そこでまず、実際に必要な機能を検討しま
した。システム導入では、企業規模や現状に
合った仕組みを導入する必要があります。ヒ
アリングによって問題点が明確になっていき
ました。
　部門別採算の検討を始めたきっかけは、直
近の決算内容でした。前期より工事が増えて
忙しくなり、利益増の見込みであったにも関
わらず、終わってみると売上増で利益は変わ
らず。
　このような状態になったのは、いくつかの
要因がありました。これらを改善するために
管理会計の導入を進めることとなりました。
　＜課題点＞
　・ プロジェクト単位の採算が不明確
　・ 工期に余裕があると、工事の進捗が悪い
　・ 工事のやり直しが多いなど、採算に対す

る従業員の意識が低い
５．EXCELでやりましょう
　管理会計による採算改善のアプローチは、
CF（キャッシュフロー）の可視化による適

京セラ流の管理会計を
中小企業で実践する
　会員　吉田　喜彦

ファイナンス系診断士の活動報告
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正な粗利獲得と無駄な経費を見つける方法や、
部門別の月次Ｐ／Ｌを作成して予実管理を徹
底する方法などがあります。
　今回は「時間当り採算」を応用し、金額ベー
スの予実管理を考えました。これにより、工
事進捗の可視化と採算意識を高めることを目
指しました。
　企業が求める「大掛かりではなく、手間が
かからない仕組み」ということで、EXCEL
での構築を提案しました。ただし、表計算機
能としてではありません。表計算機能が進化
したのは過去の話です。現在のEXCELはBI
ツール（意思決定支援ツール）としての機能
が進化しています。
　数値をビジュアル化する方法として「条件
付き書式設定」で可視化の仕組みを整えまし
た。数値を入力すると、セルに設定されたグ
ラフや矢印がリアルタイムに変化します。

※進捗が金額換算され、週単位で利益が見れる

６．支援１ヶ月で導入開始
　まず、課題を解決するための指標をまとめ
ました。次に、予実管理の具体策を示しまし
た。そして、進捗を％でなく金額（円）で管
理することに決めました。それを具現化する
ためのEXCEL機能の使い方をお伝えし、シー
ト作成作業は担当者の方に宿題としてお願い
しました。
　そして約３週間後、EXCEL採算表の「た
たき台」が完成したころです。社長が「来月
から運用を開始したい」と提案されました。
最初は無茶だと思ったものの、確かにプロト
タイプは完成しています。最初の訪問から

１ヶ月もたたないうちに、部門別採算は開始
されることになりました。
　導入前と導入後の状況は次の通りです。

＜Before＞
工事進捗を完成度（％）で報告していた。
工事前半は、意識が弱く進捗が遅い。
工事後半は、締切効果で進捗が早い。
利益は決算まで分からなかった。

＜After＞
予定を部門別・工事別に週単位で計画する。
予定と実績の報告は金額（円）とする。
予定と実績の差異が「遂行率」で表れる。
全ての工事で週単位の利益が明らかになった。

　着工１週間後から、工事遅れが金額（円）
で表示されるようになりました。現場から「見
えすぎて困る」と言われているそうですが、
それがほどよい緊張感になっているようです。

７．意識の高まり
　導入直後は現場から「金額で進捗を入れる
のは計算が面倒」という意見も出ましたが、
これは慣れで解決されます。何より、金銭感
覚を持たせるための仕組みでもあります。
　現在もこの仕組みは順調に運用されていま
す。そして、社員の採算意識は徐々に高まっ
ているとのことです。
　今回の成果の大きな要因は、優秀な担当者
がおられたことです。それでも数回の支援で
管理会計が導入されるのだと実感した支援と
なりました。

略歴
1973年、奈良生まれ。営業職、技術職を経
て経営管理に従事。京セラアメーバ経営で
は、経営管理部門の責任者を歴任。趣味は
予定を決めない“ひとり旅”。

採算 遂行率

工事 A
予定金額 95

　 105％
実績金額 100

工事 B
予定金額 120

　 92％
実績金額 110
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１．まずは身の上話から
　私は信用金庫の職員ですが、営業店勤務経
験は２年しかなく、総合企画部を経て今に至
るまで13年間、審査部に籍を置いています。
　当初、経験不足の身でありながら中小企業
融資の稟議審査を行う事となった時は、「案
件可否を判断するポイントは何処にあるのだ
ろう？」と悩みましたが、営業→投資→財務
のキャッシュフロー分析を拠り所とするよう
になりました（当時は入力財務データから自
動出力されず、独自に表計算を組みました）。

「利益は意見、キャッシュフローは真実。錬
金術など存在しない。」という考え方は、今
も第一の信条としています。

　平成18年10月に中小企業診断士として登録
しました。当時、我が職場（旧・十三信用金
庫）からは診断士が10年近く輩出されず、「中
小企業金融が商売なのに、これは如何なもの
か。果たして“役に立つ資格”なのか、我が
身を以て取り組んでみようではないか。」と
思い立ったのが、受験に至る第一の動機です。
平成15年度から「地域密着型金融（リレーショ
ンシップ・バンキング）」がクローズアップ
されるようになったタイミングも、おそらく
影響しているでしょう。平成19年からは融資
稟議審査から離れ、志願して「企業再生支援
チーム」の一員として活動しています。
　診断士としての知識を一通り身に着けて以
来、地域密着型金融を（お仕着せではなく）
ビジネスモデルとして捉え、多方面にわたり
試行錯誤しながら取り組んでいます。また、

中小企業経営とは如何にあるべきか「経営者
の目線」から考えようと努め、お客さまと面
談する際にもカネの話から始めるのではなく、
事業自体を主眼に意見交換するよう配慮して
います。

２．地域密着型金融の窓口役として
　平成14年から信用保証協会・地公体制度融
資の企画窓口業務も担い続けていますが、こ
こでも地域密着型金融をビジネスモデルと捉
える考え方を活かす事により、地公体や商工
会議所などに人脈を広げることに役立ってい
ると思います。（実際この原稿も、そうした
御縁から寄稿依頼を受けたものです。）
　リスク・マネジメントを生業とする金融機
関で厳格に運用される「組織の論理」を尊び
つつも、私は比較的「個人商店」的な立ち位
置に居るという「自負（？）」が有ります。
　組織が大きくなると、人事ローテーション
も一定間隔で行う事がリスク管理上も重要な
のは理解していますが、「地域密着型金融（と
いう範囲の広い取組み）に関しては、とりあ
えず○○に訊け。」といった判り易い窓口役
が居た方が、（内外ともに）良いのではない
でしょうか。「やってみなはれ（みましょ）」
精神を旨とする物好きな性格に加え、中小企
業診断士という資格自体がネットワーク形成
にも有効と感じていますので、私より若い適
任者が現れるまでは、進める限り突っ走って
みたいと思います。

３．諸先生方につなぐ
　経営改善・事業再生の支援業務では、自ら
企業分析も行いますが、業容の大きい企業に
対しては調査・ソリューション能力にも限界
がありますので、外部専門家の先生方に案件
をつなぐコーディネーターに徹しています。

「カネは重視するものの、
あぐらをかかない事！」

　会員　辻澤　修

ファイナンス系診断士の活動報告
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（本来なら、自ら汗をかき知恵を絞るのが診
断士としてのあるべき姿なのでしょうが、多
様な分野の仕事に従事していることもあり、
独力では質・量とも満足な成果は出せないの
が、残念ながら現状です。）
　平成25年３月より「中小企業経営力強化支
援法における認定支援機関による経営改善計
画策定支援事業」がスタートし、認定支援機
関の外部専門家に対する費用の３分の２が補
助金にて賄われる体制が整いました。
　制度も改正を重ねて使い勝手も良くなり、
私の勤める信用金庫は大阪府下の金融機関で
は（執筆時点で）一番の推進数を保っていま
す。平成26年10月からは（一社）大阪中小企
業診断士会と連携し、企業の業態や抱える問
題等に適した、経験豊かな診断士の先生を紹
介して頂けるスキームも構築することが出来
ました。

４．中小企業金融の環境に思うこと
　中小企業融資においては、情報の非対称性
が存在し続ける以上、「間接金融」の枠組み
は揺るがないでしょう。しかし、金融業界で
広言されているように「低金利競争」が幅を
利かせている現状は、お客さまには有利なの
でしょうが、地域密着型金融の付加価値を重
視する立場としては淋しさも感じます。
　まだ大阪という地域は恵まれた方なので
しょうが、地方の人口減少が問題視される中、
金融機関同士の合従連衡による大規模化とい
う流れは避けられないでしょう。（我が職場
も今年、合併しています。）ただ、中小企業
金融に特化した信用金庫に勤める身としては、
組織規模が大きくなろうとも「事業を見極め
る眼」と「企業を親身に見守る姿勢」は大切
にして欲しいと考えるところです。（先述の

「情報の非対称性」から来る信用コストに加
え、「手間の掛かる中間管理」を徹底すると、

現在の「低金利競争」では採算が合うはずが
ない、とも思うのですが。）

５．おわりに～財務は営業を支える立場～
　先述のキャッシュフローに関する信条にも
つながることですが、「ヒト・モノ・カネ・
情報」といった経営資源の中でも、カネは特
に明確な制約条件となります。「例のＴＶド
ラマ」を思い起こすまでもなく、金融機関と
は因果な商売であるものよ、と溜息をつく事
もしばしばです。
　しかし（だからこそ）、私は金融機関とい
う立場に「あぐらをかく」事は厳に戒めてい
ます。いくらカネに関する知識があるといっ
ても、中小企業金融の主役はあくまで中小企
業（経営者と従業員）であり、金融機関は「伴
走者」に徹するべきと思うのです。（キャッ
シュフロー表が「営業→投資→財務」の順に
並んでいるのも、私の感覚に合っている気が
します。）
　先述の「経営改善計画策定支援事業」等に
おいて、優れた諸先生方の見事な仕事振りに
触れるにつけ、「自分の中小企業診断士とし
てのスキルは、何の役に立つのだろう？」と、
肩身の狭い思いにもつまされるのですが、ミ
クロ（個々の中小企業支援）とマクロ（地域
経済におけるキーパーソンとのネットワーク
連携）の両面で、顔を広げる（存在感を主張
し続ける）ことにより、中小企業金融の付加
価値を高め、少しでも中小企業診断士のイ
メージ向上に寄与出来れば、というのが、今
の私が抱く、せめてもの願いです。

略歴
昭和48年生まれ。大阪大学経済学部卒。
平成８年、十三信用金庫（平成26年２月よ
り「北おおさか信用金庫」）に入庫し、尼崎
支店勤務から総合企画部を経て、審査部所
属。平成18年10月、中小企業診断士登録。
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１．自己紹介
　私は平成19年10月に中小企業診断士として
登録しましたが、登録前は会計事務所で３年
半ほど勤めた後、平成15年から税理士事務所
を開業しており税務・会計を中心に活動して
まいりました。
　登録後は上記に加え、資金繰り改善や経営
計画の策定支援等の業務を中心に活動してい
ます。
　今回は実際にあった事例から中小企業の経
営者からよく相談される資金繰りに関するお
話をご紹介させていただきたいと思います。

２．とある企業の資金繰り悪化
　ある日訪問したお客様は、卸売業で小規模
ながらも、社長の豊富な商品知識を武器にし
て、すごい勢いで売上を伸ばしている会社で
した。
　ところが、経理の方のお話をお聞きすると、
　「お金があんまりないんです・・・。」
　と心配そうな顔。
　原因を追究してみると、元々売掛金の回収
サイト（販売から代金回収までの期間）より
も買掛金の支払サイト（仕入から支払までの
期間）が短いところに一気に取引量が増えた
ため、運転資金が苦しくなっている様子。
　加えて仕入では一部の特別な商品（一社の
仕入先しか扱っていない商品）について、先
方が強気で現金取引しか認めてくれないとの
こと。これらが重なって上記の発言となった
のでした。

＜回収・支払サイトの差異による資金不足＞

３．資金繰り改善の方法
　中小企業では、大手に比べ売買取引の条件
が不利になっているケースが多く、大半の会
社が同じような状況にあるのではないかと思
います。
　この解決策としては、以下のような方法が
考えられます。
①サイト交渉（回収サイトを短く・支払サイ
トを長くできるように交渉する。）
②利益率を上げる。
③運転資金の調達（回収・支払のサイト差が
生じる期間の運転資金を調達する。）
④在庫量の抑制（過剰在庫が発生しないよう
に得意先のニーズを細かく把握して在庫量を
コントロールする。）

①サイト交渉
　まずサイト交渉ですが、そもそも中小企業
は交渉力が弱いので現実問題としてなかなか
厳しい方法だと思います。
　しかしながら、「チリも積もれば山となる」
ではないですが、交渉で１週間、１日でもサ
イト差が改善されれば、必要な運転資金（＋
調達・返済コスト）がその分少なくなるわけ
ですから、ダメもとで得意先・仕入先をあたっ
てみるべきです。
　さらに上記の特殊な商品の話からも分かる
とおり、その商品を扱う仕入先をなんとか新
しく開拓して、調達先を複数持つことによっ

資金繰り改善の方法

　会員　中嶋　聡

ファイナンス系診断士の活動報告

商品仕入
仕入から販売までの期間

仕入から代金支払までの期間

販売から代金回収までの期間

棚卸資産回転日数＝10日

買入債務回転日数（支払基準）＝15日

売上債権回転日数＝30日

25日間分資金が不足！
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て交渉力を高める努力をするべきでしょう。

②利益率を上げる
　次に利益率を上げて儲けを出し、その余剰
資金をプールしておく。これができれば理想
的です。このためには、利益率の低い商品に
はあえて手を出さないという決断も必要にな
ります。手間だけかかって経営リスクが増え
ただけでは元も子もありません。

③運転資金の調達
　サイト差の改善が難しいようであれば、外
部から運転資金を調達する必要があります。
②の方法は自分で運転資金を確保する方法で
したが、手元に資金がない場合、金融機関等
からの融資に頼らざるを得ません。
　経営リスクを抑えるためには、できるだけ
金利の低い公的金融機関等を利用して資金調
達を図るべきですが、売上不振ではなく今回
のようなサイト差のずれによる一時的な運転
資金の確保であれば新規融資や金利交渉もそ
れほど難しいものにはならないでしょう。

④在庫量の抑制
　帳簿上では儲かっているのに資金繰りが悪
化して倒産。いわゆる「勘定合って銭足らず」
の状態ですが、これの典型的な原因が過剰在
庫の存在です。
　売れれば現金化できるはずが売れ残って、
支払いの請求書だけが残る。「棚卸資産回転
日数（＝仕入から販売までの日数）」の長期
化につながる。こんな最悪の事態をさけるた
めには、在庫の管理は非常に重要です。
　確かに大量注文すれば仕入単価等、調達コ
ストを抑制することができるかもしれません
が、上記のような売れ残りによる資金繰りの
悪化や倉庫代・人件費等の維持管理コストの
増加を考えると、中小企業にとってはリスク

を増やす結果となりかねません。
　商品の種類によっては適正な在庫量の判断
が難しい場合もありますが、一般的に調達
リードタイム（調達に必要な日数）が短い商
品であれば、在庫はほぼ無くてもＯＫ。
　極端に言えば得意先から注文があってから
仕入先に商品発注をすれば、限りなくリスク
を抑えることが可能です。
　その場合にも、注文後にキャンセルされる
リスクには対応しておかなければなりません。
　他の会社にも販売できる商品であれば大事
にはならないですが、転売できない特殊な商
品の場合は、事前に取引条件を定めた契約書
を結ぶ等して、ドタキャンリスクの回避に努
めるべきでしょう。
　他社が扱わない特殊な商品の場合は逆にこ
ちらの交渉力も強いはずですし、新規の取引
先なら契約の締結にも同意を得られやすいは
ずです。

４．おわりに
　日々、中小企業の経営者の方と接しており
ますと、売上は順調にも関わらず、財務・経
理・人事等のマネジメント分野が弱いため経
営が思うようにいっていない会社が多いよう
に感じます。
　今回、サイト差による資金繰り悪化に対す
る改善策をご紹介しましたが、売上不振・過
剰設備投資等による資金繰り悪化に対して取
るべき手段も、大差はありません。今回の情
報が少しでも中小企業経営のお役に立てば幸
いです。

略歴
立命館大学経済学部卒。
会計事務所勤務後、平成15年税理士登録、
平成19年中小企業診断士登録。現在は税務・
会計を中心に中小企業支援業務に携わる。
総務広報委員。

診断士会報No209v6.indd   17 14/12/22   16:35



（　18　） 診 断 士

【税理士業務と中小企業診断士業務】
　私はセミナー講師などで自己紹介する際、
必ず「中小企業診断士・税理士の石橋と申し
ます・・・」と言います。それくらい、私に
とって「中小企業診断士という資格」、もっ
と言うと「中小企業診断士という自分の立ち
位置」に誇りを感じております。
　中小企業診断士と税理士（または公認会計
士）のダブルライセンスを保有しておられる
方は、最近、かなり増えてきていますが、私
はその中でも、もっとも中小企業診断士業務
を行っている割合が高いと自負しています。

「質」に関しては何とも言えませんが、「時間」
に関しては、私個人が仕事を行っている時間
の９割以上が中小企業診断士業務です。
　税理士資格を保有している従業員や、あと
ちょっとで税理士という従業員など、ありが
たいことに優秀な従業員に恵まれており、税
理士業務はほぼすべて従業員任せにして、私
は中小企業診断士業務に専念させてもらって
います。
　私が税理士業務を行うのは、決算のご報告
などで顧問先社長とお話しをする時だけです。
もっとも、決算報告においても、財務だけで
なく経営全般のお話しをしますので、私が
行っている業務はほぼすべて中小企業診断士
業務に関連していると言っても間違いではあ
りません。
　では、なぜ私自身が税理士業務をほとんど
行わず、中小企業診断士業務を行っている
か？と言えば、一言で言えば「面白い」から
です。
　中小企業との関与では、税理士業務におい

て高度な専門知識を有する必要性はほとんど
なく、よっぽどレベルの低い税理士以外であ
れば、どの税理士が関与しても税務判断はほ
とんど同じであり、税理士事務所として差別
化するのは難しいのが現状だと思います。
　それに対して、中小企業診断士業務は絶対
的な答えが存在せず、関与先の経営者、従業
員と一緒に答えを探していくというプロセス
とその結果は、関与した中小企業診断士次第
でいかようにでも成り得るのです。そのやり
がいとスリルが、私にとっては楽しくてたま
らないのです。

【私が行っているコンサル業務】
　では、私がどんなコンサル業務を行ってい
るかと言えば、約７割が再生支援業務で、残
りの約３割がコンサルとしての顧問契約や、
社外取締役としての経営への参画、そしてセ
ミナー講師などです。
　再生支援業務は、大阪中小企業診断士会が
提携している大阪府中小企業再生支援協議会
の業務が大半を占めます。その他に、他の都
道府県の中小企業再生支援協議会の業務や、
民民で契約する再生支援業務もあります。
　中小企業再生支援協議会の業務は、あくま
でも中小企業診断士としての関与です。事業
デューデリジェンスによりビジネスモデル分
析などを行って窮境原因を明らかにした上で、
事業再生計画の作成支援を行います。
　中小企業再生支援協議会における中小企業
診断士の関与は、専門業種を求められるケー
スが多いのですが、私のバックボーンは金融、
財務ですから、私には「この業種は任せろ」
という専門業種がありません。それでも何と
かやれているのは、「この会社の改善点はこ
こだ！」というキモを見抜けるからではない
か？と自分では考えています。
　あと、会社の経営者、会社のビジネスモデ

中小企業診断士・ 
税理士として

　会員　石橋　研一

ファイナンス系診断士の活動報告
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ルなどがややこしい場合に、私に声がかかる
ケースが多いです。とにかく逃げずに、経営
者にぶつかっていくというスタンスで、何と
か一つの案件、案件を乗り切っているのが実
情です。
　まれに、税理士としての税務、管理会計な
どのスキルを求められる案件もありますが、
ほとんどは税理士という資格は関係なく、

「何でも屋」的な中小企業診断士として再生
支援業務を行っているというのが実情です。
　業種に関しては、専門とは言えなくても、
声がかかれば、まず１件やってみることをお
勧めします。最初はその業種に関して自信が
なくても、自分で調べながら、または他の診
断士に相談しながら、何とか１件、責任を
持ってやり遂げれば、もうその分野に関して
は「経験あり」です。そのうち、それが専門
分野になっていきます。
　コンサルとして顧問契約している関与先と、
社外取締役としての関与先は、合計５社あり
ます。税理士業務は定型業務があるので、私
が税理士契約の顧問先に「経営相談」を行う
のはプラスαの付加価値になるので、気はラ
クです。しかし、コンサル契約の場合は、正
直、大変神経を使います。私が月１回訪問し
てコンサル、経営相談を行うだけで、または
取締役会に出席するだけで「～万円」という
対価が発生するという緊張感は、税理士業務
では味わえないものです。何とか、関与先の
お力になれるよう、その場その場で試行錯誤
しながら全力投球しているというのが実情で
す。

【会計事務所のモデルを変えたい！】
　ここまで私は「税理士＜中小企業診断士」
のようなことを言ってきましたが、それでも
私は会計事務所という看板を下ろすつもりは
ありません。税理士は中小企業経営者のもっ
とも身近な専門家であることは変わりようの

ない事実だからです。顧問コンサル、顧問社
労士、顧問弁護士と契約する余裕のない中小
企業であっても、毎年定型の決算業務などが
あるので、顧問税理士とは契約しているケー
スがほとんどです。
　ただ、そのもっとも身近な専門家である税
理士が、中小企業経営者の支えになれている
かと言えば、皆さんもお感じのように、答え
は「・・・」というところだと思います。税
務、会計という専門分野から足を踏み出そう
とせず、中小企業経営者の本当に思いに応え
ようとしない税理士がなんと多いことか…。
　中小企業の７割は赤字である現状では、中
小企業経営者が求めているのは、節税のアド
バイスでなく、税金が払えるようになるくら
い利益が出るようになるためのアドバイスだ
と思うのです。
　私の密かな野望は、「会計事務所がここま
で顧問先の経営に関与するんだ！」というよ
うに、会計事務所のモデルを変えることです。
　ただ、私から大々的に世の中に発信するな
ど大それたことは考えていません。当事務所
が経営に特化していって、中小企業経営者の
本当に思いに応えていくことにより、つまり
は、圧倒的な顧客の支持を得ていくことによ
り、「やたらと顧客から支持されている会計
事務所があるらしい。所長が中小企業診断士
であり、顧問先の経営に積極的に関与してい
るらしい。」のような感じで、少しずつ自然
に会計事務所業界が変わっていくきっかけに
なりたい！と密かに、でも本気で思っている
今日この頃です。

略歴
大阪大学経済学部卒業後、住友銀行（現三
井住友銀行）勤務、公認会計士事務所勤務
を経て、平成18年に独立。税理士業務に加え、
事業再生、創業支援などコンサルティング
業務にも幅広く従事している。
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研究会「ピザの会」突撃ルポ

　外部からは、なかなか知ることのできない
登録研究会の取り組みを詳しく紹介するコー
ナーを新設しました。専門知識を深めたい、
スキルアップしたい、診断士として企業と関
わりたいなどとお考えの方は参考にして頂け
ればと思います。

　みなさんは、協会の中で10年もビジネスプ
ランコンテストが続いていることをご存知で
したか？初回は、「ピザの会」の、創業者を
直接支援する取組であるビジネスプランコン
テストを取材しました。
　ピザの会の詳細はWebサイトをご参照く
ださい。（http://www.w-pizza.com/）

　昨年のビジネスプランコンテストのスケ
ジュールでは下記の通りでした。

一昨年12月 次年の日程確定、会場予約

８月１日～
９月 30 日 コンテストの応募期間

８月 30 日 ビジネスプランセミナー開催

10 月４日 書類審査

11 月８日 コンテスト開催

コンテスト
以降

コンテスト発表者への支援
（ML での情報交換、相談会
の実施など）

１．ビジネスプランセミナー
　ビジネスプランセミナーはコンテストへの
応募書類作成に役立つ内容になっていました。
初めてプランを作成する人もコンテストに応
募してもらいやすい取り組みをしています。
ただし、応募希望者以外のビジネスプランを
学びたい人も参加可能でした。

２．書類審査
　コンテストの応募期間は２ヶ月間あります

が、毎年ギリギリに提出する人が多く応募者
数がどのくらいになるのか、いつもハラハラ
するそうです。
　書類審査はメンバーが集まって行います。
ここで応募者の中からコンテストの発表者を
５名に絞ります。
　応募プランの評価は、審査項目に基づいて、
１件ずつみんなで議論して決まります。「創
業者の強みと商品、サービスがマッチしてい
るのか？」「このサービスにお金を払ってく
れるのはどんな人か？」など診断士の目線で
活発に議論しました。
　事業計画を見る際のポイントや、実際に起
業される方がどんな視点でご自分の事業を見
ているのかなど、診断士として学ぶことが
様々あると感じました。

３．ビジネスプランコンテスト
　さて、いよいよコンテストです。参加者は
下記の方々がいます。
①書類審査で選ばれた発表者５名
②発表者の応援者（審査はできません）
③一般の会場審査者
④ピザの会メンバー

　今年は、ピザの会メンバーも含め合計35名
の参加者になり、会場はほぼ満席でした。一
般の会場審査者は、診断士や起業家の方々な
どが参加されていました。

書類審査の様子
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　書類だけでは分らなかった、創業に至った
動機の詳細や実際の商品を拝見すると、より
事業への理解が深まりました。
　発表者の方々の熱意は高く、持参するのが
大変だったと思うのですが、ご自身のPR資
料や商品などを準備されていました。プレゼ
ン能力も高く、非常に活気のあるコンテスト
でした。こういった事業への熱意に直接触れ
ると、診断士としてのモチベーションも上が
りました。
　また、一昨年金賞を受賞された“訪問看護
ステーション　ワンラブ”さんが特別プレゼ
ンをされました。特別プレゼンも素晴らしく、
皆さん感動されていました。

　コンテストの運営では、各役割を事前に決
めており、また、過去９回のノウハウの蓄積
もあり、スムーズに進行しました。ちなみに
５名の発表が終わると、審査の集計担当者は
大急ぎで集計作業をこなしていました。チー
ムワークにより、コンテストが成り立ってい
るのですね。
　余談ですが、金賞および銀賞の方へは、ピ
ザの会会費から賞金も出しています。

　毎年このコンテストに一般審査で参加して
いる診断士に参加理由を尋ねたところ、「発
表者の事業内容などから創業のトレンドを知
ることができ、また実際に創業者の生の声を
聴くことができるので、自分の仕事にプラス

になる。」とのことでした。

４．コンテスト後
　コンテスト終了後は、近くの日本料理店で
懇親会が開催され、緊張から開放された発表
者の方々と会話が弾みました。
　ピザの会ではコンテスト後、発表された
方々へ、相談会やメーリングリストなどで引
き続き支援を行っています。今年の発表者の
方々も今後、相談に乗ってもらえると期待さ
れていました。

　今回はピザの会のビジネスプランコンテス
トを取り上げましたが、会員の皆様に紹介し
てほしい登録研究会がございましたら、総務
広報委員会までご連絡下さい。

（文責　総務広報委員会　岡﨑永実子）

会場の様子

今回発表された皆さん

参加者の集合写真
（女性だけと思われがちですが、男性もいます）
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平成26年度　経営経済講演会

【平成26年度経営経済講演会】
　平成26年10月10日（金）18時30分より、ヴィ
アーレ大阪４階イベントホールで、経営経済
講演会が開催されました。（大阪中小企業診
断士会主催、大阪府中小企業診断協会共催）
　今回の経営経済講演会は、三菱商事株式会
社代表取締役常務CFOの内野州馬（うちの
しゅうま）氏を講師としてお招きし、『グロー
バル社会で、今求められるビジネスマンの資
質』をテーマにご講演いただきました。
　内野氏は大阪府中小企業診断協会正会員で
もあり、長年にわたり企業内診断士としてご
活躍されてきました。そのご経験に基づき、
診断士資格を現実のビジネスにおいてどのよ
うに活かしてきたのかについてもお話いただ
きました。

【当日の講演内容】
　定刻になり、福田理事長の挨拶が行われ、
中小企業診断士を取り巻く環境についてや大
阪中小企業診断士会および大阪府中小企業診
断協会の活動などのお話がありました。

　その後、内野氏の講演が始まったのですが、
オープニングから、アランドロンのネタ（当
日参加していないと何か不明かと思いますが
詳細は割愛）やCFO（ちょっとふとったお
じさん）といった福田理事長顔負けの内容で、
会場の空気を一気に引き込み、三菱商事株式
会社CFOの肩書きからはイメージできない
ようなまさかの幕開けでスタートしました。
　講演内容としては３部構成でお話しがあり、
第１のテーマでは、前提となるグローバル化
をどう定義するか、今、世界でどういった現
象が起きているのか、それをビジネスの世界
でどう感じているか。
　第２のテーマでは、三菱商事株式会社はグ
ローバル企業と思われているが、本当にグ
ローバル企業なのかどうか？この評判に疑問
を持っており、三菱商事株式会社の実態につ
いて、及び総合商社として取り組んでいる基
本姿勢について。
　第３のテーマでは、グローバル化への中小
企業診断士としての対応と、当公演の総括に
ついて。以上のテーマを、丁寧な口調で、中
小企業診断士以外の方にもわかりやすく、示
唆に富んだ内容で、ご説明いただきました。

　最初に講演の中心テーマとなっているグ
ローバル化をどう定義するかを述べられた。
　一般的に言われているグローバル化には２
つの側面がある。１つ目は、社会的あるいは
経済的な関連が、旧来の国家や地域などの境
界を越えて、地球規模に拡大しながら様々な
変化を行っていること。

当日の様子：200 名近くの参加があった

福田理事長の挨拶の様子

内野氏の講演の様子
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　２つ目は、国境線によって区切られた各国
の社会が相互に結びつき活発な相互作用を強
めていくプロセスのこと。（こちらは、グロー
バル化というよりは国際化とのこと）特に下
線の２つを意識しており、『境界を越えて』
ということに意義を持っている。
　現在、世界で色々な事象が起きている。そ
れぞれの地域で起きていることが、その地域
だけに留まらないのが大きなポイントである。
そのため経済的な合理性だけでは物事は進め
られない。相互に関わり合い、一つのことに
それぞれが反応を示すことになる。
　マネーにしてもリスクにしても簡単に国境
を越えて、今の国境を意識せずに進んでいく。
すなわち、その地域だけでなく、世界的に派
生することが読み取れる、とのことであった。

　そして、このグローバル化の考えに照らし
てみて、三菱商事株式会社はグローバル企業
なのか？確認していきたい。
　世界83か国に拠点があり、社内で飛び交っ
ている言語は15か国ある。全て英語でコミュ
ニケーションしている訳ではなく、日本では、
日本語で会話している。また、納税について
事業実施の地域で税金を納め、その地域で資
金が還元できるように取り組んでいる。
　つまり地域（ローカル）の活動を意識して
おり、当社行動指針の「三綱領」に基づき３
つの企業価値をどうビジネス活動に活かして
いるかを重視している。３つの企業価値とは、
１．継続的経済価値：弛まぬ収益モデルと
ポートフォリオの変革により、健全な利益成
長及び企業価値の増大を目指す。

２．継続的社会価値：企業市民として“社会
との共生”という観点から“経済社会の発展”
に寄与する。
３．継続的環境価値：地球を最大のステーク
ホルダーと捉え、“地球環境の保全・改善に
取り組む。
　これらを個々にするのではなく３つを融合
させている。自社のビジネスで、３つのうち
の１つでも欠けたら実施しない。三位一体と
して、同時に動いていないと価値を創造して
いないと判断している。私たちは、私たちの
事業を通じて、地域・コミュニティの社会課
題の解決に貢献し、健全で持続的な発展に寄
与することを目指している、とのことであっ
た。
　最後のテーマでは、総括として、海外に出
て行くことや海外で仕事することがグローバ
ル化ではない。境を意識しないこと。現場で
の活動そのものがグローバル化に通じるので
あり、地球規模で考え、ローカル（自分の地
域で活動する）に徹することで、グローバル
化はついてくる。
　『国境を、様々な境を意識せず、活動の視
点を地球儀におき（地球規模で考え）、活動
をローカルに徹することが真のグローバル化
である。』との言葉で講演を終えられました。

【講演の感想】
　特に最後の言葉が私の心に響き、グローバ
ル化という言葉に縛られていることこそが、
グローバルな活動を阻害しているのだと感じ
ました。
　国内・海外といった一つの単独した視点で
はなく、地球規模に視野を広げ、立ち位置を
変えながら、自分の地域で具体的な活動に取
り組むことこそが、ビジネスマンとして診断
士として、今、求められる資質ではないかと
考えています。（ビジネスマンや診断士とし
てという縛りそのものが、本来は不要なのだ
と考えています）

≪文責：会員サポート委員会　加藤秀勲≫

世界地図を使ってのグローバル化の説明
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ジャカルタ・バリ　海外研修旅行報告

１．概要
　2014年で第８回目となる大阪府中小企業診
断協会の海外研修旅行が、17名の会員が参加
して11月12日（水）～ 16日（日）にかけて実
施された。
　行先はASEANの経済大国、インドネシア共
和国（以下、インドネシア）のジャカルタ及
びバリで、季節は雨季に入ったところであっ
たが、傘を開けることもなく、天候にも恵ま
れた研修旅行となった。
　■インドネシアの建国５原則（抜粋）
　　◆唯一神への信仰
　　　�イスラム教を国教とはしていない。自

身の信仰に従い、自身の神に祈る。
　　◆民主主義
　　　�民主主義が尊重され、権力者への批判

等も抑圧されない。
　旅程の前半は、まずジャカルタ中心部から
東約20kmのBEKASIエリアにある日系自動車
関連企業４社を視察した後、JETROジャカル
タ事務所にてインドネシア市場についてブ
リーフィングを受けた。
　旅程の後半は、世界的観光地であるバリ島
に移動し、王宮があったウブドを観光したり、
オプショナルツアー等で時間を過ごした。

２．企業視察
　三菱系自動車関連企業３社（完成車組立、
部品製造、販売）及びトヨタ系部品製造会社
１社を視察した。いずれも1970年代初頭に現
地進出し、年120万台強（ほぼすべて日本車）
に成長した自動車市場において主要プレー
ヤーとしての地位を占めている。
　（１）三菱系完成車組立企業
　　・�トラック等商用車を中心に、溶接→塗

装→艤装を経て、完成車を組立。
　　・�特に小型トラックは、現地の物流及び

道路事情に合致し、同型車の販売数量
は日本市場の２倍。

　　・�従業員はほぼ男性一色。労務管理上増
産時の対応（残業等）が女性では難し
いことが主な理由。

　　・�ロボットは少なくほとんど手作業。
　　　�これは人件費が月５～８万円（他賞与

あり）程度であることが主な理由。
　　・�すべて正社員で定着率は高く、需給変

動には柔軟な配置転換で対応。
　　・�品質の維持向上には日本人技術者の指

導が必要。
　（２）三菱系部品製造企業

　　・�日本製の工作機械を活用しエンジンや
トランスミッション等を製造し、完成
車組立企業へ供給。

　　・�ロボットが少ない等全体の風景は完成
車組立企業と同様。

　　・�改善活動については、QC活動等日本
の進め方を押し付けるのではなく、情
報共有に力を入れたり不良品発見ト
レーニング等、現地従業員に適した進
め方で品質向上に取組む。

　（３）三菱系自動車販売企業
　�　・�商用車は進出の経緯等もあり、約

50%のシェアを誇る。
　　・�本格的なモータリーゼーションが期待

できる当市場において、系列の販売会
社とも協力し、販売台数増とシェア向
上を図っている。

　　・�基本的に現地従業員の定着率は高いが、
一部にジョブホッピングの傾向あり。

　　・�現地に溶け込むため、イスラム教徒の
礼拝時間を優先確保したりハラル認証

※工場前で記念撮影
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の食事等に配慮。
　　・ 乗用車も家族数の多い現地ニーズに合

わせたラインアップを検討。

　（４）トヨタ系部品製造企業

　　・ 「現地化」をキーワードに、品質・コ
スト・納期の向上を図る。

　　・ 現場リーダーを養成するため優秀な高
卒新人を募集し、１年間専門教育実施。

　　 ・ 製品の大きさ、作業内容により、男
性と女性の作業を切り分けている。

　　 ・ 朝のミーティング等で諸スキルを向
上させる取組みを推進。

　　・ 世界最大の島嶼国〔13,000超の島、東
西5,110㎞（米国とほぼ同じ）〕のため、
アフターサービスに苦労するが、サー
ビス店を拡大し、対応中。

　　・ 鉛等の環境汚染防止を徹底。

３．JETROでのブリーフィング
　好調なインドネシア市場への参入を目的に、
日本からのJETRO訪問客が2011年以降、そ
れ以前の５倍以上と急増し、直接投資額も
2013年には日本が首位に立った。
　（１）インドネシア市場の魅力
　①豊富で廉価な労働力
　　人口２億４千万人、平均年齢28歳、
　　最低賃金28千円/月（地域による）。
　② 中間所得層（US$5,000 ～ 35,000）の台頭
　　2009年0.8億人（全人口比34.5%）
　　　↓
　　2020年1.9億人（全人口比73.1%）。
　③親日的なマーケット

　　日本に対する好感度82%で首位。
　　※英BBCワールドサービス調査2013.5
　（２）インドネシア市場の課題
　①インフラ不足
　　ア．交通インフラ不足
　　　・ 道路整備遅延等による交通渋滞深刻

化
　　　・ 港湾能力不足等による貨物滞留

　　イ．エネルギーインフラ
　　　・ 電力ガスの安定供給不安
　　　　３カ月に１回程度の停電。
　②法的不透明性、低い予見可能性
　　ア．税制、通関、労働
　　　・場当たり的なルール変更
　　　・恣意的な制度運用
　　　　 突然法律が変わり、過日に遡っての

適用や上位法令と下位法令の矛盾な
ど、中国・ベトナムと同等レベル。

４．まとめ
　まずは私共を快く受入れ、至れり尽くせり
の対応をして下さった視察企業の関係者に感
謝したいと思います。おかげでアンケート結
果でも「全員満足」の研修旅行となりました。

　企業視察では、大らかな国民性の現地の従
業員を教育・指導し、多くの従業員を抱える
大企業にまで成長させ、さらに発展させよう
とされている努力には頭が下がる思いでした。
　実際「行ってみなければわからないことば
かり。」です。今回の研修旅行で新興国イン
ドネシアの国情を肌で知ることができました。
　来年以降も、多くの会員の方々の参加を心
待ちにしております。 （文責：岡田幸徳）

※社員食堂の昼食
（私共も頂きました）

※セミナー風景
※ 道路が渋滞で駐

車場のよう。
　 （二輪車・四輪車共ほ

ぼすべて日本車）

※ 視察企業関係者
との懇親会
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『秋の懇親会』ご報告

　平成26年10月28日（火）に「秋の懇親会」
をマイドームおおさか１Ｆ　レストランマイ
ドームで開催し、63名の方々に参加いただき
ました。
　この懇親会は、会員相互の親睦を図るとと
もに、交流会や登録研究会などの仲間を募る
呼びかけを行うことで、未入会の方や入会後
間もない方に、協会の活動や雰囲気を知って
いただくことを目的として開催いたしました。

　まず、最初に北口副理事長の挨拶から始ま
り、今年は中小企業診断協会創立60周年を迎
えるにあたり、大阪府診断協会としても、ま
すます活発に活動していきたい、とのお言葉
を頂きました。
　続いて、津田会員サポート委員長より、今
後の協会行事予定や、新たに発足する「税理
士交流会」と「プロコンを目指す独立希望者
の会」の紹介がありました。
　その後、以下の各会から会員募集の熱い呼
びかけが行われ、会の趣旨や活動の様子が紹
介されました。
①大阪中小企業診断士会
②青年部
③診断士交流会（炎会、三水会、もくもく会）
④事業革新研究会
⑤ISO研究会
⑥最先端ビジネス研究会
⑦電機業界交流会
⑧不動産業界交流会
⑨税理士交流会（新規）

　当日は未入会の方７名、入会１年以内の方
17名の参加もあり、各研究会や交流会の代表
者に質問したり、先輩診断士に診断士として
の活動に関する相談を行うなど、和やかな雰
囲気の中で、活発な交流が図られました。
　今回新たに発足した「税理士交流会」は、
呼びかけの結果、６名の参加者が集まり、11
月25日に第１回交流会を実施する事が決定し
ました。税理士交流会は、税理士資格を持つ
診断士が、診断士資格を有効に活用するべく
情報交換会、勉強会を通じてお互いに切磋琢
磨し、スキルアップを図っていくことを目的
とされるとのことです。税理士資格を持つ会
員の方はこの機会に参加をご検討ください。
　また「プロコンを目指す独立希望者の会」
は、目的別交流会という新たな取り組みの１
つとして立ち上げ、会員サポート委員会がサ
ポートして情報交換会や勉強会を計画してい
ます。こちらの方も、独立診断士を目指す会
員の方は、ぜひ参加をご検討ください。

　会員サポート委員会では、今後も会員の親
睦を図るイベントを企画してまいります。皆
様の積極的なご参加をお待ちしております。
（文責：会員サポート委員会　小林　俊文）
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《総務広報委員会》 《会員サポート委員会》

新しい委員の紹介

【中川　喜照　委員】
　この度総務広報委 員を担当
させていただくことになりま
した中川喜照と申します。
　平成 19 年の登録以降企業
内診断士として、業界協会の国際部長、子会
社の監査役などを経て６月に退職しました。
　その間お世話になった協会活動を少しでも
お手伝いできればと思い手を挙げましたが、
未だに右往左往している状態です。一日も早
く皆様のお役に立てるよう努めますのでよろ
しくお願い致します。

【山本　彰子　委員】
　このたび委員の追加募集に
応募して、総務広報委員にな
りました。
　広報誌「中小企業診断士」
の編集に携わりたいと思います。皆様の役に
立つ情報の提供、会員の活動紹介を通じて、
中小企業診断士の地位向上に少しでも貢献で
きればと願っております。より良いものを作
りたく存じますので、是非とも、ご意見ご感
想など 、お気軽にお寄せください。

【高木　正和　委員】
　一部上場電線メーカで技術
者として 22 年勤務、光ファ
イバ応用製品開発、医療機器
開発に携わりました。材料費
の高い製品が不良在庫となり、その廃棄処理
に心を痛めました。新たな売り先を開拓して
優良在庫に生まれ変わらせ、年間数千万円の
市場とした経験もあります。お金をかけず時
間もかけず、今ある設備や人材を活用したい
経営者のための製造業専門コンサルタントで
す。

【谷村　真理　委員】
　この度会員サポート委員を
拝命致しました谷村真理と申
します。協会には、独立した
当初より大変お世話になって
まいりました。現在も、研修会への参加や各
方面で活躍されている会員の皆様との交流を
通じ、様々な刺激を受け成長させていただい
ております。今後は恩返しをするつもりで、
会員の皆様のより充実した未来を一緒に作っ
ていくべく尽力したいと思います。どうぞ、
よろしくお願い致します。

【西松　あゆみ　委員】
　今年度より初めて協会の会
員サポート委員会の活動に携
わることになりました西松で
す。
　診断士登録をして 10 年以上となるものの、
協会の活動については十分に把握できていな
い事に改めて気付きました。このことからも、
今後は、様々な研修や企画を通して、もっと
会員の皆様に参加してもらえるような役立つ
活動に努めてまいりますので、どうぞ宜しく
お願い致します。
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スキルアップ研修

１．はじめに
　年々少子高齢化が進んでおり、中小企業の
経営においても、経営者の高齢化や後継者不
足により事業承継が円滑に進まず廃業を余儀
なくされるケースも多くあり、深刻な社会問
題となっています。大きな経営課題の一つで
ある事業承継について中小企業と一緒になっ
て取り組む専門家が求められています。

２．事業承継に関する課題
　私がこれまで税理士として関与してきた事
業承継案件で、「財産の承継」に関して共通
する課題をご紹介します。
　１）相続税の納税資金の確保
　同族経営をしている中小企業の株式の評価
は非常に高額になるケースが多く、経営者が
お亡くなりになった場合の相続税も相応に高
額になります。また、平成27年から相続税が
増税となり、益々税負担は重くなります。経
営権の安定のために自社株式は後継者が相続
すべきですが、換金性のない自社株式を引き
継ぐことよる納税負担は後継者にとって頭の
痛い問題です。
　２）円滑な遺産分割
　中小企業経営者の財産の２/ ３程度は、株
式を中心とした事業用資産だといわれていま
す。その事業用資産を後継者が引き継ぐとし
た場合、後継者と後継者以外の相続人の間で
財産額の不公平が生じることになります。兄
弟であれば本来均等に財産を取得することが
できる権利があるため、その権利を主張し遺
産分割がスムーズにいかない場合があります。

　上記のほかにも「財産の承継」に関しては
様々な課題がありますが、それらに対してで
きる限り早い段階から準備しておくことで、
対策の選択肢が大きく広がり、税金の軽減や
相続争いの回避などもしやすくなります。

３．中小企業診断士と税理士の連携
　これまで税理士として財務・税務を切り口
とした「財産の承継」の支援を行ってきまし
たが、今後は診断士の方と連携し付加価値の
高いサービスを提供したいと考えています。
　１）事業承継の本質
　税理士や金融機関の事業承継支援では、自
社株対策、税金対策に目が行きがちです。重
要な事ではあるのですが、事業承継の本質は
やはり「経営の承継」・「ヒトの承継」にある
と思います。企業の現状を把握し、企業の将
来像を後継者と一緒になって考えていくこと
は診断士ならではの業務だと思います。企業
は本質的な事業承継支援を求めていると感じ
ます。
　２）案件の多様性
　事業承継支援を必要とする顧客は、業種、
業歴、会社規模、経営課題、経営者の年齢や
考え方、後継者の資質など案件ごとに様々で
す。全く同じ前提条件の案件はありえないた
め、一人で対応するにはサービスの品質に限
りがあると感じています。一方、診断士の方
の専門分野、得意分野も幅広いので、案件ご
とに顧客に合った診断士の方と連携すること
ができれば、多様な顧客のニーズにも対応す
ることができ、顧客の満足度も格段に向上す
ると考えています。

４．さいごに
　事業承継支援は、案件ごとの個別性が強く
付加価値が高い業務であり、また、社会的な
意義も大いにある業務だと考えています。今
後、多くの診断士の方や金融機関の方、他の
士業の方など多くの方と一緒に中小企業の事
業承継支援に取り組み、社会に貢献していく
所存です。

「中小企業診断士と 
税理士による事業 
承継支援」について

　会員　滝　亮史

略歴
昭和55年、兵庫県生まれ。大手税理士法人
などで約10年間の勤務を経て、平成26年11
月にCISコンサルティング株式会社、滝亮史
税理士事務所を開設。企業の事業承継対策
を中心に各種コンサルティング業務・税務
申告業務に携わる。
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スキルアップ研修

１．はじめに
　事業再生支援の現場では、対象企業の調査・
分析を行います。対象企業が経営不振となっ
た原因は、一見、外部環境の変化であるかの
様です。しかし分析を進めていくと、元々企
業内部に問題を抱えており、それらが外部環
境の変化により顕在化した、というケースが
殆どです。真の原因は、内部にあることが多
いのです。
　これらの問題は、業績が好調の間は表面化
しにくいため、対応が遅れがちとなります。

２．中小企業を取り巻く環境と企業の使命
　中小企業白書（2014年度版）によると2012
年の中小企業数は約385万社です。2009年の
420万社から35万社も減少しました。
　また2011年以降、我が国の人口は減少に転
じました。それに伴い日本国内の需要は大幅
に減少していきます。中小企業は今後さらに
厳しい経営環境に置かれると考えられます。
　一方で、企業にはその果たすべき使命があ
ります。１つは社会に必要とされる商品や
サービスを提供すること。さらに、雇用を維
持すること。これらを、将来にわたり実現し
続ける、継続していくこと（ゴーイングコン
サーン）が、企業の使命とされています。
　外部環境が悪化しようが、経済が衰退しよ
うが、同業者の多くが廃業しようが、個々の
企業においては、事業の継続のための努力を
怠らず、利益を獲得し続けなければなりませ
ん。

３．事業再生と中小企業診断士
　事業再生とは、独力での事業継続が困難で
ある企業が、事業を存続、発展させて行くた
めのプロセスを指しています。
　事業再生に関与するプレイヤーは、債務者
である企業の経営者、債権者である金融機関、
株主、仕入先、従業員等の利害関係者の他に、
中小企業再生支援協議会、中小企業診断士、

公認会計士といった支援者等です。
　そこでの中小企業診断士の役割は、主に次
の３項目です。
・事業デューデリジェンスの実施
　対象企業の事業を把握するための事前調査。
企業が窮境に陥った原因を明確化し、その原
因の除去可能性を調査します。関係機関が支
援の可否を決定する材料を提供します。
・改善計画の策定支援
　債務者は通常債権者に対して何らかの金融
支援を要請します。その際には数値計画を示
し、返済予定を明らかにする必要があります。
数値計画の根拠として、具体的に何を実行し、
どう数字につながるのかが、納得できる計画
である必要があります。
・改善計画の実行支援・モニタリング
　計画の進捗管理や計画推進の支援をします。

４．経営管理のポイント
　事業再生の対象企業も、過去には利益を計
上し、金融機関の融資も受け、順調に見える
時期もありました。ところが、経営環境が悪
化すると、これまで隠れていた問題が表面化
してきます。しかし、その隠れた問題には、
なぜ今まで誰も指摘しなかったのか、との疑
問を抱く様なものが多くみられます。
　私が関与した例では、キャッシュフローの
管理、与信管理、在庫管理など、診断士から
すれば「当たり前」のことが出来ておらず、
これらが大きな要因でした。
　会員の皆様の企業との関わり方は、様々で
あろうと思いますが、中小企業診断士として
の立場、常識、あるいは感覚で見て、おかし
いこと、できていないことは、経営面で問題
となるケースが多いはずです。
　行うべき経営管理のポイントは、日常接す
る中小企業診断士の気付きにあります。
　「当たり前」のことであっても、経営状況
が悪化し、再生局面となれば、その改善は困
難なものとなります。早期に改善のための手
を打つことが非常に重要です。

「事業再生の経験から
見えてきた、 

経営管理の着眼点」
　会員　中尾　博一

略歴
昭和48年大阪生まれ。印刷会社、広告会社
勤務を経て、平成26年独立開業。
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１．プロコン道場を受けた経緯
　大学を卒業以来、関西の電機メーカーに勤
めていましたが、昨年の５月に退職しました。
会社に在職中は、主として半導体の設計・開
発を担当してきました。製品分野は基本的に
オーディオで、MDやCD、DVD、カーオー
ディオ向けなどのLSIを設計してきました。
オーディオ関係や半導体関係の技術的なこと
でしたら大概のことにはお答え出来ると思い
ます。中小企業診断士は2013年に登録しまし
た。メーカーの開発技術者としてやってきた
ため、他の診断士の方に比べて経験やスキル
が偏っていると感じていました。メーカーを
退職して、今後独立診断士としてやっていく
ためのスキルを少しでも補うためにプロコン
道場（応用編）を受講しました。

２．プロコン道場（応用編）の内容
　今年度のプロコン道場（応用編）で行われ
た講義は以下の４つです。
・「経営計画策定」
　　講師 中嶋　聡 先生
・「製造業の基礎」
　　講師 椎木　茂久 先生
・「人事・労務の勘どころ」
　　講師　佐々木　宏 先生
・「ビジネスは伝わってナンボ！ Yesと言わ
せるプレゼンテーション」
　　外部講師 新名　史典 先生

　企業内診断士ではなかなか関わる事ができ
ない経営計画の作り方とノウハウ、工業簿記
をつかった製造業の理解の仕方、付加価値を
伴う人事労務の提案の仕方、ビジネスにおけ
る伝わるプレゼンテーション、など多方面に
わたるテーマでした。企業内診断士では専門
の部署に配属されていないと知ったり経験し
たりすることが難しいことを学ぶことができ

たと思います。
　「経営計画策定」の講義では、各自で用意
したPCを用いて、事例企業の経営計画を作
るという演習がありました。事例をただ眺め
るだけででは理解しにくい内容ですが、実際
に手を動かすことで理解が深まったと思いま
す。

３．印象に残ったこと
　スキルアップ研修をはじめとして各種のセ
ミナーや研修を受講してきましたが、今回の
プロコン道場（応用編）は内容が濃かったと
思います。普通のセミナーでは通り一遍の成
功事例やノウハウだけというパターンが多い
ですが、講師の方の失敗談やオフレコの話な
ども聞かせて頂くことが出来ました。
　また研修の会場も診断協会のフリースペー
スで行われていたので、講師と受講生の距離
が近かったのも良かったです。いずれの先生
も教えるのがお上手で、話し方・伝え方も参
考になりました。

４．さいごに
　１コマが5,000円するので、特に企業内診
断士の方には高く感じるかもしれません。し
かし、ベテランの講師の方々が実際に仕事で
使っているノウハウを聞くことができますし、
講座によっては講師の方が使っているツール
を頂くこともできました。まだまだ私には経
験が必要ですが、そのツールを使うことであ
る程度は仕事ができるのではと感じています。
そう考えると受講料は安いぐらいだと思いま
す。
　今後は教えて頂いたことを身に付けて更に
ブラッシュアップし、独立診断士として活動
していきたいと思います。

プロコン道場（応用編）

「プロコン道場（応用編）」
に参加して

　会員　藤本　正一

略歴
67年、大阪府生まれ。
工学部機械系卒業。工学修士。
電機メーカーにて20数年間、オーディオの
LSIの開発に携わる。
2013年に診断士登録。2014年６月に独立。
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ビジネスシーンで使える私のお薦め

１．クラウドソーシングとは？
　診断士が個人で事業を営んでいくためには、
いろいろな作業をすべて一人でこなさなくて
はなりません。付加価値の低い作業などは、
できれば誰かにお願いしてしまいたいと思う
こともあるのではないでしょうか。そんな悩
みを、クラウドソーシングを利用することが
解決してくれるかも知れません。
　クラウドソーシングとは、WEBサイトを介
して、発注者と不特定多数の人の間で仕事の
マッチングをおこなう仕組みです。

　必要な時だけ、幅広い人材の中からスペ
シャリストを利用できる仕組みであり、利用
の手続きもネット上で簡単に完了します。ま
た、発注側で価格を決めることができるため、
リーズナブルな価格という点も魅力的です。

２．クラウドソーシングでできること
　ランサーズ、クラウドワークスといった大
手事業者のサイトを見ますと、依頼できる作
業の種類は、システム開発、WEBサイト構築、
設計、事務作業、資料作成などパソコンを
使った作業が多いのですが、それ以外の分野
にも急速に広がりつつあります。ものづくり、
営業・販売支援などの作業も依頼ができるよ
うになってきています。さらに、士業などの

専門家への仕事の依頼も可能であり、発注す
るだけでなく、受注側としての利用もできる
ようになっているのです。

３．クラウドソーシング利用時の注意点
　作業の依頼方法は３つに分類され、さらに
業務委託型には２つの支払方法があります。
①業務委託（プロジェクト）型
　・ 固定金額の発注（作業を完了・完成させ

てもらう。価格見積りも依頼できる）
　・ 時給制による発注（こちらが依頼した作

業を行ってもらう）
② コンペ型（ロゴやデザインなどを一定の金

額で募集し、応募内容から選択する）
③タスク型（簡単な作業の依頼）
　仕事を受ける側には、プロ（個人、企業）
からアマチュアまで様々な人が登録していま
す。相手の顔が見えず、人物やスキルもよく
わからないのでは、不安要素が多く安心して
発注することができません。そんな利用者の
不安を解消するため、スキル、経験、過去実
績とその評価など、仕事を受ける側の情報の
見える化がされています。
　発注の際は、作業の内容を明確にして、コ
ミュニケーションを密にすることが成功の秘
訣です。作業の内容を明確にできない場合や
試行錯誤が予想される場合には、時給制での
発注を選択するのが良いでしょう。また、大
きな仕事を依頼する前には、まずお試しで簡
単な作業を発注してその人のスキルを確認し
ておくことがリスクを抑えるコツです。
　クラウドソーシングは、既にＢtoＢの取引
でも多く利用されるようになっています。今
後もさらに用途が広がり、利用価値も高まる
ことでしょう。ぜひ上手に活用して下さい。

診断士の味方 
「クラウドソーシング」

　会員　柿原　泰宏

略歴
2014年に独立。IT×経営で企業の成長を支
援すること、ITによる観光ビジネスの活性
化を主なテーマに取り組んでいます。

図「クラウドソーシングの仕組み」
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《総務サポート部》
「分かち合う者がいなければ勝利に何の 

意味があろうか！」（モーパッサン）
　一匹オオカミ的な要素が強い独立経営コン
サルタントにとって、さまざまなプロジェク
ト業務を複数の仲間と一緒に仕事をこなし、
結果を残したときの分かち合える喜びは、
我々コンサルタントにとっても、かけがえの
ない喜びといえます。
　独立コンサルタントの集団である大阪中小
企業診断士会は、現在153名（2014年10月末
現在）の会員で構成され、我が総務サポート
部では、会員の皆様のサービス向上を目指す
べく、さまざまな形の具体的施策を実行して
います。
　メンバーは橋本副理事長以下、佐々木、石
橋、川本の各理事、水谷、若松、片山、大西、
石井の各委員の合計９名で構成されています。
　総務サポート部における今年度上半期の主
な活動内容は以下のとおりです。

（１）公益目的事業活動の実施
①専門家派遣事業
　・大阪府中之島図書館無料経営相談
　　　（４月～ 10月毎月１回各２名派遣）　
　・大阪府中之島図書館セミナー講師派遣
　　　（２回実施、２名派遣）
②政策提言事業（１件採択）
　（採択テーマ）
　　「 東日本大震災における被災中小企業に

対する支援状況と課題について」
③経営経済講演会の開催（府協会共催）
　　開催日時：2014年10月10日（金）
　　「 グローバル社会で、今、求められるビ

ジネスマンの資質」
　　　（講師）三菱商事㈱CFO内野州馬氏
④ 大学院生、社会人を対象にしたビジネスコ

ンサルティング講座開催（全８回）
（２）その他の主な事業活動
①診断士会通常総会の開催
　　開催日：2014年５月31日（土）
　　開催場所　ホテル阪神

　　出席者　　55名
② 日本弁理士会近畿支部との連携業務に係る

覚書締結（弁理士会４名、診断士会４名出
席）

　　日　時：2014年９月26日（金）
　　場　所：大阪明治安田生命ビル25F
　　　　　　日本弁理士会近畿支部事務所

③診断士交流会の開催
　　開催日：2014年11月１日（土）
　　開催場所：天満橋ドーンセンター
　　出席者　46名（内新入会員８名）
④ 矢野経済研究所データー使用に係る会員支

援業務（2014年10月末現在19名登録）
＜あとがき＞
　診断士会取扱業務は、年々拡大し、会員皆
様方の診断士会に対するニーズも多様化複雑
化しています。総務サポート部は今後とも会
員向けにさまざまなサポート機能を強化して
いくつもりですので、会員皆様方の御意見、
御要望等があれば、御提案ください。

（文責：総務サポート部長　佐々木宏）

士会のページ

（左から弁理士会山口、小野、中嶋、稲岡、
診断士会福田、橋本、池田、佐々木の各氏）

（総務サポート部：左から片山、水谷、石橋、
橋本、佐々木、石井、若松の各氏）

（締結式模様）
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士会のページ

《事業推進部》
（１）事業推進部の使命
　事業推進部の使命は、福田理事長が診断士
会の設立目的に掲げている「経営コンサル
ティングの専門機関（コンサルティング
ファーム・シンクタンク）」としての活動を
具体化することにあります。

（２）事業推進部はプロジェクト対応
　一方、診断士会は、まだまだ発展途上の組
織といえます。また、診断士会を取り巻く外
部環境も大きく変化しています。そのため、
今期は、組織を固定化するよりも、外部環境
の変化や支援機関の要望等に対して、フレキ
シブルに対応するために、プロジェクト型の
組織を採用しています。

（３）事業推進部の構成
①データベースプロジェクト
　目的：人材マッチング等 案件に対する最
適な人材情報を提供する。
　担当理事：小野理事
　委員： 辻（リーダー）、島田、佃、横山、

吉田
②事業運営プロジェクト
　目的：診断士会の収益事業を運営していく。
　担当理事：林理事
　委員：初田（リーダー）、秋、石井
③認知度アッププロジェクト
　目的：中小企業支援機関や企業経営者に対
して、診断士会の情報を発信する。
　担当理事：大音・柳理事
　委員： 志水（リーダー）、鈴江、原、片山、

顕谷
④商品開発プロジェクト
　目的：商品開発グループの登録、展開支援
をおこなう。
　担当理事：大音・柳理事
　委員： 田邊（リーダー）、乾、中尾、大西、

中村
（４）事業推進部の成果と今後の取り組み
①中小企業支援機関・金融機関との連携
・大阪府再生支援協議会との提携
　昨年に引き続き、大阪府再生支援協議会と
の提携により、再生支援の専門家を派遣して
います。

・みずほ銀行との連携
　前期に締結した「顧客紹介に関する契約」
に基づき、専門家を派遣しています。
・北おおさか信用金庫との連携
　今期、あらたに北おおさか信用金庫と「顧
客紹介に関する契約」を締結しました。その
契約に基づき、11月より専門家を派遣してい
ます。
・大阪府組合事業への専門家派遣
　大阪府組合事業に対して、専門家を派遣し
ています。
・船場経済倶楽部ビジネス活性化塾への講師
派遣
　船場経済倶楽部が主催するビジネス活性化
塾に、毎月、講師を派遣しています。
・まいどおおきに博への出展
　船場経済倶楽部が主催するまいどおおきに
博に診断士会として６ブースを出展。商品開
発グループからも２グループが出展していま
す。
②再生専門家養成講座の開設
　上記の専門家派遣要請（特に、再生専門家
の派遣要請）に対応するために、再生専門家
養成講座を開設しています。
③人材マッチングデータベースの構築
　人材マッチング等 案件に対する最適な人
材情報を提供するデータベースを11月より稼
働させています。
④メールマガジンの発行
　診断士会の活動を支援機関や企業経営者に
広報するために、メールマガジンを毎月発行
しています。
⑤商品開発グループへ支援
　まいどおおきに博への出展に際して、出展
料を補助しています。
⑥今後の取り組み
・外部機関とのさらなる連携強化
・事業承継支援体制の構築等に取り組んでい
きます。

（５）あとがき
　今後、外部機関からの診断士への期待は、
ますます強くなってきます。ひとりでも多く
の「診断士会の仲間」が増えることを祈念し
ています。

（文責：事業推進部長　小野知己）
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【９月開催の青年部例会】
　平成26年９月27日（土）13時30分より、マ
イドーム大阪　８階　第一会議室にて青年部
９月例会を開催し、34名が参加致しました。
　今回は、株式会社ビズストーム 代表取締
役 箕作 千佐子 様とアシスタントの 吉田 喜
彦 氏の２名の中小企業診断士をお招きし、
経営ゲーム「ビズストーム」中級バージョン
を体験しました。
　「ビズストーム」は、経営を模したゲーム
をプレイすることで、ビジネスに必要な要素
を体感的に学び、実践につなげられる研修用
のビジネスゲームです。１人が１社を経営し、
研究開発や広告営業などをしながら経営資源
を蓄積し、市場に挑みます。
　参加メンバーからは、経営を多面的に分析
し、戦略を構築する、優れたゲームという評
価をたくさん頂きました。中小企業診断士と
しては、自らの経営センスを問われるゲーム
とあって、真剣勝負が繰り広げられました。
　参加者の満足度も大変高い例会となりまし
た。

【11月開催の青年部例会】
　平成26年11月８日（土）に11月青年部例会
を開催致しました。テーマは「クラウドファ
ンディングを知り尽くす！」です。クラウド
ファンディングの概要に関するレクチャーを
受けた後、実際に利用された企業をご訪問さ
せて頂き、代表の方から生の声をおうかがい
しました。訪問企業は、鯖にとことんこだわ

り抜く「鯖や」様、「奥播磨」ブランドの日
本酒で有名、ファンも多い「下村酒造店」様
です。とろさば料理専門店「SABAR福島店」
様でのランチ、「下村酒造店」様の酒蔵見学・
試飲等も行わせて頂きました。クラウドファ
ンディングの本質を学ぶだけでなく、サービ
スやものづくりにあくなき情熱をかける経営
姿勢等、多くのことを学ばせて頂き、参加者
一同、大満足の例会となりました。

　青年部は一緒に活動して頂けるメンバーを
随時募集しています。オブザーバー参加も可
能です。青年診断士の方、ネットワークを構
築する場、知識・経験を高める場として是非
青年部をご活用ください。
＜文責：青年部　砂（すな）＞

【青年部の参加募集】
青年部加入資格
　１、大阪府中小企業診断協会の会員
　２、 「40才未満の方」、もしくは「45才未満

で、かつ診断士登録５年未満の方」
【参加申込：お問い合わせ先】
　TEL     06-4792-8992
　E-mail　info@shindanshi-osaka.com

青年部だより

　　　　青年部　今後のスケジュール
平成27年１月例会
日時：１月17日（土）９：30 ～ 11：30
場所： マイドーム大阪７階　協会事務所
内容： プレゼン大会
　　　『～ふるさと・地元・I love「●●」～』
※ 例会は２カ月に１回行っています。

ビズストームの風景

酒蔵の中までご案内頂きました。
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新入会員の紹介

青木　孝之

　皆様初めまして。某商社で
30 年以上アナログ営業をし
ています青木です。この度遅
ればせながら一念発起し、当
協会に入会致しました。これ

からは、世のため、中小企業のため、家族の
ために、実力を高め貢献する所存ですのでご
指導の程よろしくお願い致します。
趣味・特技　飲酒、カラオケ、「マッサン」
を見ること

岩崎　正明

　得意分野はファシリティマ
ネジメント。設備や内装のリ
ニューアルや保守・メンテナ
ンス、建築も外壁や防水など
の窓口ができます。中小企業

診断士としてはレアな分野だと思います。リ
ニューアルや設備診断・省エネ相談などがあ
りましたらぜひお声がけください。
趣味・特技　昔、18 年間、劇団活動をして
ました。何か、「録音モノ」があればぜひ声
がけを（笑）

岡　京子

　岡京子と申します。未熟者
ですが、できることに精一杯
とり組んで、少しでも周りの
お役に立てればと思います。
会計事務所に居りますので、

強い中小企業の育成に貢献できる活動に携わ
りたいと思っております。諸先輩方には、ご
指導ご鞭撻を頂けましたら幸いです。
趣味・特技　マラソン、子育て

北　悦治

　私の生まれ育ったところ
は、６月にホタルが舞うなど
自然が豊かです。しかし、十
分な雇用力のある地元企業は
ありません。皆様方との出会

いと連携を通じて、地域経済を元気にできる
企業の創出・育成に尽力したいと思っており
ます。どうぞ、よろしくお願いします。
趣味・特技　ゴルフ、読書

黒田　和也

　これまでの職務経験を生か
し、マーケティングを中心と
した B to C ビジネスのコン
サルティングを手掛けていき
たいと思います。

趣味・特技　レコード鑑賞、酒場めぐり

野中　章

　平成３年に診断士登録して
これまで日本政策金融公庫の
企業内診断士として長年やっ
てきました。
　今後の人生を考えるうえで

いろいろな情報を得る目的で入会を決意しま
した。不動産業や喫茶店開業に関心がありま
す。よろしくご教授をお願いいたします。
趣味・特技　平成 25 年大阪マラソン５時間
19 分完走、宅建主任者（不動産業に興味あり）
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同好会だより

第25回「診断士ゴルフ同好会」報告
幹事　西田　金司

　2014年10月６日第25回「診断士ゴルフ同好
会」が法隆寺カントリー倶楽部で開催されま
した。
　台風が通過した翌日で、午前は小雨、午後
晴れという天候で、当会はじめての雨でした。
　最初16名の参加予定でしたが、台風のため
か、キャンセルが多く今回の参加者は６名で
した。
　しかし、参加者皆様のハッスルプレイで楽
しい１日を過ごしました。
　幹事の西田が優勝し、準優勝は橋本武一先
生でした。
　プレイ終了後、コーヒーパーティーがあり、
出席者全員近況報告があり、日ごろの忙しい
仕事を忘れ、ゴルフ談議に花が咲きました。
　「すき焼肉」「チーズケーキ」などの景品を
全員が頂き楽しい会でした。
　席上次回コンペが検討されまして2015年４
月６日（月）法隆寺カントリー倶楽部の開催
が決定しました。現在21名の会員がおられま
すが、診断士ゴルフ愛好家の親睦を目的に拡
大したいと考えていますので、参加希望者は、
大阪府診断協会事務局までご連絡ください。
多数の参加をお待ちしています。
　次回開催日　2015年４月６日（月）
　開催場所　法隆寺カントリー倶楽部

会員の消息
他府県協会への移籍

荒井　　孝　　　　　　東京都
谷川　真司　　　　　　愛知県

他府県協会より移籍

渡辺　義行　　　　　　東京都
和田　寿一　　　　　　東京都

図書のご寄贈

　この度、中武 篤史 先生より次の図書を
ご寄贈いただきましたので、ご利用ください。

書　名　 『いま、求められる「草食系リーダー」
のための“や・わ・ら・か・指導術”』

編著者　中武　篤史
発行所　みらいパブリッシング
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大阪府協会の主な行事
（平成26年10月～ 12月）

10月
１日 会員サポート委員会
６日 正副会議・理事会
８日・17日
  業種別交流会
９日・14日・15日
  診断士交流会
10日 経営経済講演会
14日 総務広報委員会
16日 海外研修PT
21日 研修・事業委員会
26日 中小企業診断士第２次試験（筆記）
28日 秋の懇親会

11月
５日 正副会議・理事会
５日・14日
  業種別交流会
８日・22日・29日
  プロコン道場
10日 総務広報委員会
  会員サポート委員会
11日・13日・14日
  診断士交流会
27日 スキルアップ研修
28日 監事会

12月
２日 研修・事業委員会
３日 総務広報委員会（会報編集部会）
６日 会員サポート委員会
10日 業種別交流会
17日 合同交流会
18日 スキルアップ研修
19日 総務広報委員会（会報編集部会）
21日 中小企業診断士第２次試験（口述）

お 知 ら せ

士会の主な行事
（平成26年10月～ 12月）

10月
７日 プロモーションプロジェクトチーム
14日 プロモーションプロジェクトチーム
   データベースプロジェクトチーム・

事業運営プロジェクトチーム合同
15日 正副会議・理事会
  人材マッチング部会
18日 プロモーションプロジェクトチーム
23日  データベースプロジェクトチーム・

事業運営プロジェクトチーム合同
24日 総務サポート部会
28日 中之島図書館セミナー
29日 プロモーションプロジェクトチーム

11月
５日 在庫最適化セミナー
  まいどおおきに博出展
  プロモーションプロジェクトチーム
６日 人材マッチング部会
  データベースプロジェクトチーム
10日 プロモーションプロジェクトチーム
   データベースプロジェクトチーム・

事業運営プロジェクトチーム合同
15日 中之島図書館無料経営相談
17日 正副会議・理事会
  人材マッチング部会
  データベースプロジェクトチーム
20日 総務サポート部会
26日 クレーム・不良品削減チーム
28日 監事会

12月
２日 人材マッチング部会
  北おおさか信用金庫専門家派遣説明会
５日 プロモーションプロジェクトチーム
12日 総務サポート部会
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日　時　平成27年２月26日（木）
　　　　18時30分～ 20時30分
会　場　マイドームおおさか（予定）
テーマ　 『６次産業化のサポート現場では何

が起こっているのか 
～農林水産業者と中小企業診断士
とのシナジー～』

講　師　高橋　太一郎　氏

　農林水産業者が自らの農林水産物を加
工し、販売する取り組みを６次産業化と
呼んでいます。
　農林水産省による６次産業化の認定制
度がスタートしてから、間もなく４年と
なり、農林水産業の経営のサポーターと
して、中小企業診断士の役割が高まって
きています。
　今回のスキルアップ研修では６次産業
化のサポートの現場、６次産業化のサ
ポートのポイントをお伝えいたします。
　中小企業診断士が農林水産業のサポー
トに、より関わり、農林水産業がより発
展する為の内容をお伝えさせていただき
ます。

日　時　平成27年１月22日（木）
　　　　18時30分～ 20時30分
会　場　マイドームおおさか（予定）
テーマ　 『売上アップのためのプロセス・考

え方総点検』
講　師　佐々木　千博　氏

　経営者の悩みは大きく分けて、「売上」
「人」「資金繰り」に大別できると思います。
　本研修では私の15年の経験を踏まえ、
あらゆる商売の基本となる「売上」に焦
点を絞り、「売上」作りのために必要な
要素を、体系的かつ中小企業者でもわか
る言葉で分かりやすくお伝えします。
　売上獲得に必要な要素に抜けがない
か？参加者のビジネス、顧客企業のビジ
ネスでの気づきとなれば幸いです。
・マーケティングとは？最初に定義から
・誰（どの市場）に、何を、どのように
売るのか？を検討する
・購買プロセス、顧客育成施策でのポイ
ント
・形の見えないサービス業でのポイント

スキルアップ研修スキルアップ研修
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編集後記
～総務広報委員会から～

　新年あけましておめでとうございます。
　今年は未年ですね。ひつじは穏やかで安
泰を示すといわれています。昨年は、ゲリ
ラ豪雨に噴火、世界では政治社会不安など
がありましたが、今年は穏やかで平和な一
年であることを願うばかりです。
　ところで、企業診断ニュース 11 月号に
付属して「中小企業診断士制度の変遷」に
ついての小冊子が同封されていましたね。
1952 年の中小企業診断員登録制度に始ま
り、中小企業の多様な政策の中で、中小企
業診断士制度が大きな役割を果たしてきた
ことが順序立てて解説されています。現在
では、中小企業支援法により経済産業大
臣が登録すると規定されており、登録者は
22,000 人を超えています。本冊子は、中小
企業診断士を説明するのに便利なように
なっています。私はシステム手帳に挟んで
活用しています。診断士の認知度向上を図
るツールとして持ち歩き活用されてはいか
がでしょうか？
　今月号から、トライヤルとして研究会突
撃ルポを企画しました。取材ご希望の研究
会は事務局または総務広報委員までご連絡
ください。表紙に「執筆頂いた方々」の欄
も設けました。今後も誌面の充実を図って
いきますので、会員の皆様のご協力をよろ
しくお願いいたします。
　今年もみなさまにとって、実り多い１年
でありますように。

【福嶋】

スキルアップ研修会・講演会への
参加希望の方は
レジュメ等の準備の都合上、開催日１週間前
までに事務局へ
TEL（06-4792-8992）・FAX（06-4792-8993）
E-mail（info@shindanshi-osaka.com）
でお申し込みください。

日　時　平成27年３月26日（木）
　　　　18時30分～ 20時30分
会　場　マイドームおおさか（予定）
テーマ　 『コンサルティングファームの実態

と教えられるスキル』
講　師　中島　篤　氏

　ファームと略での経験を元に、ファー
ムでの「スキルアップ」とはどういうこ
とをしているのか？を解説し、診断士に
転用できる／取り組むべきことなどを解
説します。
・ファームとは？の説明と取り巻く状況
・ファームでのビジネスとは？、ファー
ムでの育成方法と教育内容
・診断士とファームの違い、ファーム／
診断士それぞれのキャリアファームは基
本的にはOJTですが、どのプロジェクト
に参画しても求められるポイントは同じ
です。
　OJTで学ぶことやOJTでの成長を支援
する仕組みなどを解説し、その上で診断
士が取り組むべきこと／診断士に必要な
仕組みなどを提案します。

スキルアップ研修
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