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【ちょっと歳時記】

語っていた。
方針が固まった。
①新に連帯保証人を探すなど第三者には
迷惑をかけない。
②全社員と危機状態を話し合って受注確
保に邁進する。
③Ｍ＆Ａの提案を積極的に受け入れる考
えがある。
④万一の時には破産申請も視野に入れて
業務に当たる。
⑤万一の事態に備えて社員の「解雇予告
手当」と「弁護士費用」を残して決断
をする。
⑥妻に対しては事前に詳しい状況を話し
家族としての備えをしておく。
「よし！腹が決まったらグズグズして
はいられない…。先生！金融機関に対し
て提出する「リスケ依頼書」の作成方法
を教えてください！」と…、Ａ社長は活
き活きとして事務所を出て行った。
数日後、予め渡しておいたサンプルに
従って作成した「借入金返済条件変更の
お願い」の書類一式を持って来社された。
やや遅れて、社長の奥様が来社され、リ
スク・カウンセラーから会社の現状を包
み隠さず説明することとなった。社長が
連帯保証人になっているため、万一の時
は自宅を手放すことになることも話して
おいた。
破産になったときの、破産者の置かれ
た立場、管財人の業務…特に、郵便物の
取り扱い、預貯金や生命保険、自家用車
の取り扱い等についても話しておいた。
一度だけではわからない…ということ
で後日再び来ていただくことになった。
奥さんが、「会社を始めるときより、
維持することが大変なんだろうけど、会

茎が撓るように夾竹桃の紅い花が、そして…
サルスベリの桃色の花が、夏の到来を告げるよ
うに一斉に咲き始めている。小中高の生徒たち
は明日で一学期が終わり、夏休みに入ることに
なる。散歩に出て見かけた町内会の掲示板に
は「ラジオ体操のお知らせ」や「夏休み子供
お楽しみ会」「花火大会」などのポスターに張
り替えられている。土・日になると、ミニ公園
に小さな櫓を組む。夏休みの町内イベントの
「盆踊り大会」でご近所さんが顔を合わせる。
大阪在住の友人から、クマゼミが鳴き始めた
…と便りが届いた。昨夏、大阪の岸和田城跡で
見た、木の根から湧きでるように五センチ間隔
で列をなしてジャオジャオと壮烈に鳴いていた
クマゼミを懐かしく思い出す。 （細野）

たまたまのことだが、２つの会社から
資金繰りの相談が入った。Ａ社の社歴は
１２年目で社長は６５歳。Ｂ社は８年目
で社長は４５歳になる。
Ａ社もＢ社も３ヶ月ぐらい前に取引先
が倒産して、資金繰りが逼迫しているの
で、乗り切るために何とかしたいという
相談だった。どちらの社長も技術者で財
務資料を作成するのは苦手だということ
だ。
それぞれの社長と電話連絡がとれ概略
の状況を聴き、３日後に資料を持ってき
ていただいたうえで資金繰りについて話
し合うことになった。
Ａ社の社長は、自分なりに財務資料を
時系列的に整理して持っていらした。資
金繰り表も工夫して作成してあった。５
期分の「Ｂ／Ｓ」資料も準備してあった。
資金繰りが急激にきつくなった顛末が詳
細に整理されていた。
Ａ社長の考えをじっくり聴くことにし
た。初めは社員に対するグチや経営者と
しての後悔の気持ちを話してくれた。あっ
という間に２時間が過ぎた。話し終わる
とＡ社長からは安堵感のようなものを感
じ取ることができた。
「とりあえずリスケジュールで金融機
関の協力を得て事業を立て直し、予てよ
り進めていた進行中の商談を、更に具体
的なものとなるように個別に顧客に訪問
し、金融機関が納得できるようなエヴィ
デンスを取り付けてきます。」と力強く

●創業と守勢はいずれが難きか

R.F.C
「資金繰り表づくり」から経営者の照顧却下を考える！

社を止める時はもっと大変なんですね…」
とポツリと言った一言が印象的だった。
●不言の言を聴く

Ｂ社長が会社にいらした。「取引先が
倒産さえしなければ…こんなことになら
なかったのに…」とやたらとぼやいてい
た。資金繰りが苦しくなってからどのよ
うに行動していたのかを聴いてみた。営
業面では新規に取引先を開拓する努力を
していたということだった。金融機関に
は返済計画の変更をしていたようだった
が、その変更内容を確認すると毎月の返
済金額が以前より多くなっている。何の
ために金融機関と折衝したのだろう。
リスケの要諦は、「元本の返済を数ヶ
月間停めてもらい利息の支払いのみとし、
返済資金が浮いたその余裕資金で再建計
画を徹底的に実行する」のだが、実態は
全く反対の状況になっている。
ひと通り社長の話を聴いた後、社長が
金融機関に提出しようとしている資料を
拝見しながら質問させていただいた。
「この資料では、金融機関の担当者と
してはかえって不安が増すばかりで『早
く回収しなければまずい…』という気持
ちにさえなってしまうと思うと思います
よ！」と資料の作成の背景を聴いてみた。
なぜならばその資料には、未来に向けた
『希望』が書かれていないからだったの
です。過去四期分の売上げ実績数字は書
かれているものの、これから…今期、来
期、そして再来期の売上見込みや裏付け
となる取引先との具体的商談の内容など
が全く書かれていないのだ。
過去四期分の実績数字と、これから半
年間の売上見込みしか書かれていない理
由を尋ねてみたくなった。「過去におい
て、これだけの仕事（売上げ実績）をやっ
てきた会社である事実を見せたかった…」
というのだ。
社長に対して「過去はどうあれ、これ
から先どのように事業展開をして、どの
ようにして弁済できるようにするかを示
さなければ金融機関は協力してくれませ
んよ…！？」と云うが、社長はただ黙っ
て資料をめくっているだけで答がない。
社長の返事を待つことをやめて提案を
してみた。
①新規の取引先開拓を止めて、過去に取
引のあった会社に訪問すること。
②責任者に頭を下げて会社の窮状を話し
て仕事をもらえるようにお願いする。
③カラーシャツやデザイナーズブランド

「不言の言」言葉のない言葉こそ真実
を捉えていることに気がついてくれれば
いいのだが…。 更に一週間が過ぎた。
くどいようだが電話をしてみた。奥さん
が電話に出た。「主人はいま●●公庫に
行ってます…」とのこと。どんな資料を
作成してしたのかが気になった。
もう一つ大きな問題が残っている。
「仮に借入ができたとしても、それは会
社や社長に貸してくれるのではなくて、
社長の後にいる『連帯保証人』に貸して
くれるたということを絶対に忘れないよ
うに…。もしも、これから先の受注見通
しがつかなかったら借りない方がいいで
すよ…。」と、かなり厳しい口調で念押
ししておいたのだが…。
もっと自分が置かれた立場を理解して
欲しい。心配だ。

のスーツをやめて、清楚な服装やジャ
ンパーに着替える。
④奥さんに会社の窮状を話しておく。
（妻の実兄が連帯保証人になっている）
⑤金融機関への提出資料はサンプルを参
考にして作成する。
⑥近いうちに奥さんを連れてくる。
（万一の備えを伝えておきたいから）
それから一ヶ月が経過した。何の音沙
汰もない。どうしたのだろう。お節介か
も知れないがと思いつつ電話をしてみた。
「資料づくりは進んでいますか？」…
応えは、仕事が忙しくて資料が作れない
のだという。「古いお客様へお願いに行
きましたか？」…忙しくて出かけられな
かった…という。
「社長…！。問題の先送りは傷を大き
くするだけですよ！。奥さんのためにも
見栄なんか捨てて行動してください…！」
と溜まりかねて云ってしまった。「妻に
も同じことを云われたんです…」という
応えが返ってきた。
今までは仕事に関しては何も言わない
妻であったが、最近になって妻から本音
の言葉が聞けるようになってきたらしい。

◆ヤブカンゾウ
お墓参りの時に毎回お世話
になるに石屋さんの庭に、
色鮮やかに咲いていました。
万葉集にも詠まれている草
で、中国では藪に生えてい
る萱草（かんぞう）という
意味のようです。
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●上工は其の萌芽を救い…
下工は其のすでに成るを救う
先日、小川環樹氏・訳の『老子』（中央公論新社）
の中に書かれていた一節で、その意味は「名医は病気
の初発期に治療し…下手な医者は進行してから治療す
る」と書かれてあり、疾病は予防や早期の段階での治
療を重要視していると云うことです。
西洋医学の考え方では「病気になったのは、身体
に病原菌が入ったからなので…その病原菌を殺せば病
気が治る。」といった「対症療法」が中心となってい
ます。
一方、東洋医学では「病気になったのは、身体に病
原菌を排除する抵抗力がなかったからなので…身体の
抵抗力をつけてやれば病原菌は排除でき病は治る」と
いった「根本療法」の考え方になります。
言うなれば、東洋医学は予防医学であり「病気になり
にくい身体」を作ることが根本であって、万一、身体の
どこかに「あれっ！…」と思うことがあったら、例えそ
れがどんなに些細なことであっても速やかに対処するこ
とが大切だと云うことなのです。間違っても、「しばら
く様子を見てから…、もしも問題になるようだったらそ
の時は上手く解決するように…。」などと高を括ってい
るような経営者であってはなりません。
事業経営において、取引先が倒産することは常に想定
内のこととして備えておかなければならないし、問題が
起きたときに、如何にして機敏に対処し問題解決に当た
るかと云うことが大切になってきます。

●常を知らざれば、妄作して凶なり
また、老子は「知常日明、不知常、妄作凶、…（常を
知るを明という。常を知らざれば、妄作して凶なり）」
と云っています。これは、いつもそうであることを明察
といい、そのことを知らないと闇雲にやってしまい災い
に遭うことになる…と云うのです。
これは現代における会社経営において最も大切なこと
ではないでしょうか。
経営者はもとより、顧問税理士、経営コンサルタント
など会社経営の一端を担う人は、その会社の体力が、外
部からもたらされる障害に対して常に備えがある状態を
確認することが大切であると云うことなのです。
『虚』と云う文字を、ＴＶニュースや新聞で頻繁に見
かけることに、多くの人々が心を痛めていることと思い
ます。会計虚偽報告、マンション強度設計の虚偽問題、
エレベータ事故の虚偽報告、自動車の欠陥部品隠し、湯
沸器の欠陥隠しと虚偽の記者会見、など…「あ～ぁ、ま
たかよ…。」と思うようなことばかりです。
問題が起きたことが悪いのではなく、どの事例を捉え
ても、その問題に当たってきた経営方針→経営陣の体質

リスク・カウンセラー奮闘記 ・

ぼうが

２６

→会社の体質→幹部社員の考え方→社員一人一人
の考え方に、『虚』のたった一文字をないがしろ
にしていたという言葉しか見あたりません。
会社として、経営者として、社員として、正し
くあるべき姿がどういうことであるのかをきちん
と知っていてこそ、問題が起きたときに其の対処
方法が自ずと導き出されるのではないでしょうか。

●会計参与制度の導入で会社が変わる？！
平成１８年５月より「会計参与制度」が法制化
されてから３ヶ月が経過しました。
制度化された背景は、残念ながら「日本の中小
企業の決算内容には、余りにも見えない部分が多
くあり、その実態を会社としてのあるべき姿にす
るため…」などと陰口が言われているほどで、ま
た、それを否定する会計専門家の声も少ないこと
も事実のようです。

会計参与制度を取り入れて決算申告をすれば、金融機
関からは評価が高くなり融資も受けやすくなる…、税務
の面で優遇条件が得られる…などと簡単に考えているよ
うな経営者であってはならないと思う。
古くから云われ続けていたことだが、中小企業におい
て「デスクローズ」をしたがらない経営者の体質を変革
させるには会計参与制度は格好の制度であるといえるの
でしょう。
大手企業が高い利益を上げていることは大きく報道さ
れているが、中小企業の中でも小・零細企業の経営者は
未だに資金繰りが苦しく、経営が安定してきたという空
気すら感じられないというのが実態のようです。
２００６年上期（１～６月）の倒産件数が前年下期よ
り ５.３％増えたという実態を鑑みても、日本の零細企
業経営者の笑顔が見られるまでには、まだまだ時間がか
かるように感じてならないのです。
経営者や経営に関わる専門家は、「知常日明」という
語句をじっくり噛みしめ「会社経営における当
たり前のこととは何んなのか、当たり前のこと
を当たり前にしていくためにはどうすべきなの
か…」を、改めて見直していくキッカケとして
「会計参与制度」の中から経営の本質を学んで
おく必要を感じてなりません。

◆セイヨウフウチョウソウ（西洋風蝶草）･別名：クレオメ
毎日の散歩コースの公園で咲いています。花の形を風に舞う
蝶に見立てて付けられた名前だとか…。酔蝶花（すいちょう
か）とも呼ぶ。英名ではクモに見立ててスパイダーフラワー
となるようです。香りに夜行性の蛾が集まるとか…。
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-----------------------------------------------------------------------------（英：Ｈｏｌｏｎｉｃ）全体（ホロス）と個（オン）の合成語。すなわち組織と個人が有機的に結びつき全体も個人も生かすような形態を
言う。生物は個々の組織が自主的に活動すると同時に独自の機能を発揮する一方でそうした個が調和して全体を構成する（小学館「カタカナ語の事典」より）
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