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【ちょっと歳時記】

それから２ヶ月後から大きな津波がやっ
てきました。
２０項目以上のチェックリストに基づ
き図面の管理方法について指摘をうけ、
商品管理の管理方法や特に品質管理につ
いてはかなり時間を掛けてレクチャーを
受けたのですが、十分理解が出来ない社
員に対しては後日あらためて取引先が主
催する研修に参加させることにしました
が、現在の当社の社員の技術レベルでは、
今後の取引の継続にはかなりハードルが
高いことを暗に指摘されたのです。
自分は、父親から経理を任されてやっ
てきただけに、父親時代から現場を任さ
れてきた定年間近な現場責任者が頼りの
綱でしたが、このままでは新規に技術者
を採用しなければならないという状況な
のです。
それに、現在のコストの引き下げにつ
いても大幅な引き下げをしなければなり
ません。今までは、高額な原材料はその
取引先の指定する業者から同じ金額で購
入できるように優遇的な処置を受けてい

◆取引先から要求される技術レベル

経営管理部門の刷新により、財務管理、
品質管理、生産管理、知的財産管理、労
務管理、商品管理など、徹底的な見直し
が始まったというのです。その流れはい
ずれ取引先の見直しにまで及んでくるだ
ろうと言うことでした。

路地植えのイチジクが重たげに熟れ、
香りに誘われたヒヨドリが長いクチバシ
でついばむたびに柔らかな枝が大きく撓
みます。店頭に、みずみずしい豊水や幸
水の梨が並ぶころになると、町内の掲示
板には天祖神社や氷川神社で行われる秋
の例大祭の案内が張り出されます。近頃
は御神輿の担ぎ手や山車の引き手がいな
いらしく、今でも例大祭に参加した人た
ちには袋入りの菓子や果物が配られる。
遠い昔、豆絞りの手ぬぐいを頭に巻いて、
元気よく御神輿を担いで町内を練り歩い
て神酒所に戻った後、小さくて形の悪い
長十郎梨や大きなカチ割り氷を口に頬張っ
た記憶が蘇ってきます。（ 細野 ）

心筋梗塞で社長が急逝したのは今から５
年前のこと。たびたび体調を崩して寝込
むことが多くなった父親を気遣って会社
に入り、少しずつ父親の仕事を手伝い始
めて２年ほど経った時のことでした。
資金繰りで苦しんでいる父親の姿も見
てきていたので、いっそ父親が亡くなっ
たことだし会社を閉鎖しようとも考えた
のだが、従業員についてはこのまま辞め
ずに留まってくれるということが確認で
きたし、父親の生命保険が入って資金繰
りが楽になったことで、これなら何とか
自分でも経営ができる…と、多少の不安
を残しながらも引き継いで経営すること
を決断しました。
長男が会社経営を引き継いだのが４３
歳の時でした。会社を引き継いでから２
年間はどうにか遣り繰りしながらやって
きました。ところが、父の時代から取引
していた取引先に異変が起きたのです。
その取引先は独自の技術をもつ企業と
して高く評価されている電子機器メーカー
だったのですが、古くから親交的だった
担当者の話によると、そのメーカーの筆
頭株主の会社がＭ＆Ａで吸収されたこと
によりその会社の経営方針が大きく変わっ
たというのです。
当然のことと言えば当然なのですが、

事業を承継することになる

◆父の保険金で資金繰り問題が解決し

R.F.C
決断できない社長は胸襟を開いて乗り切るべし

たのですが、どうやら原材料の納入業者
からの強い要求により、独自に設定され
た価格で購入しなければなりません。
これで半年後から原材料のコストアッ
プが決定してしまったのです。
技術レベルの刷新を図るためには、今
のままの旧態然とした古い思考の社員に
も気づいてもらわなければならないと痛
感し、新たに中堅社員を募集をすること
にしたのです。
社長よりも年齢が若く、指示するにも
スムーズに運び、取引先との業務折衝も
円滑にすすむようになった感じです。
材料の値上がりの時期を控え、緻密な
資金繰りに明けくれ、材料原価の高騰を
どのように解決するか思案する頃、二番
手の取引先からの受注がサッパリ減少し
てしまいました。
◆リストラできない社長の不甲斐なさ

せっかく社内体制を整えたのに受注が
大幅に減少したのでは、もっと思い切っ
た経費の削減が必要なのではないか…と
考えると、どうしても古くから在籍する
社員の給料の高さが問題になってくる。
新規に採用した社員の中からも不満が
出てきているのは社長の耳にも入ってい
た。それに取引先からの矢継ぎ早にくる
さまざまな要求に対してこなしきれず、
ずいぶんストレスが溜まっていると漏ら
し、頻繁に休暇を要求するようになって
きた。いっそのこと自分から辞めてくれ
るといいのに…と思いつつ、口では良い
ことを言いつづけているのは先代社長の
頃からの番頭さんでもあるからだ。
「新入社員２人分の給料を何とか半分
に減らして貰えないだろうか…」という
のが社長の望むところなのだが、なかな
か社長から切り出せないまま２ヶ月が経っ
てしまった。
旧体制の社員の給料もできれば１～２
割下げられれば何とか材料費の値上げ分
を吸収できるのに…。
混乱しイライラする社長の気持ちを知
る者は社内には誰もいなかった。
予てから気がかりだったと前置きされ
て、妻から会社の状況を聴かれた。社長
の悩みは堰を切るようにして、すべてを
妻に話すこととなったのです。
全てを吐き出せたからなのか、社長は

昔から「案ずるより産むが易し」とい
う言葉があるが、いくら思案ばかりして
いても見えてこないことは沢山あるもの
です。産む前にあれこれ考えるよりも産
んでから考えよ…か。やはり女性は凄い！

早速、翌朝の一番で最古参の社員に状
況を話すことになった。続いて二番手の
古参社員…三番手の社員…と全ての社員
に話し終えたのは夕方の３時をまわって
いました。１週間後の猶予期間を設けて
社員からの返事を待つことにしていたの
ですが、一部の女性を除いて、３日後に
は殆どの社員が減俸を了解した上で残留
してくれることになりました。
健康上の理由から辞職することを決め
た最古参の社員と、減俸に納得できない
２人の社員と家庭の事情による社員の計
４人が退職することになりましたが、体
制には大きな影響はなく、悩んでいた以
上のリストラ効果が得られる結果となっ
たのです。
それから２ヶ月後には、残留社員によ
る組織を再編することになったことと、
あれほど悩み続けていた資金繰りも、蓋
を開けてみれば、ことのほか余裕さえ出
てきたのには社長にとっても驚きでした。

◆胸襟を開けば明日が開ける

ことのほかホッとした穏やかな様相にか
わり、父親から事業を承継したことを悔
やむような言葉を漏らした。
「今さら悔やんだって仕方がないのよ！
社員のみんなに全てを話して、それでも
うちの会社に残って社長と一緒にやって
くれる人だけでやればいいのよ！」
という妻のひと言で展開が大きく変わっ
ていったのです。

鳳仙花の花を見つけました。まだ
種は出来ていませんでしたが９月
になれば固い袋が膨らんでくるこ
とでしょう。女の子は花の汁を爪
に塗って遊ぶのだとか…。
でも…鳳仙花と言えば…島倉千代
子さんの歌「♪～弾けてとんだ花
だけど♪～咲かせてほしいの あ
なたの胸で♪～」
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●友人と出会った縁で異業種の事業を始めたが…

精査して過去実績の分析を行いました。
あえて３年分としなかったのは、社長の話を聴いていて新規
事業を始める前と後の違いを明々白々にしてあげなければ
十分な理解が得られないと感じたからです。
もちろん、「このスクリーニングの作業は専務には内緒にす
すめていきましょう…。結論が出たら社長の考えとして今後の
方向性を専務に切り出してはいかがですか？」と社長に言う
と、自分の意図をくみ取ってくれたとばかりに社長との信頼関
係が一気に出来上がったようでした。そして、やっとのことでし
たが奥さんにも会わせてもらいました。

本業として１５年前から人材派遣会社を経営する４０代後半の
経営者は、ふとしたキッカケで中学校時代の友人と再開し、その
縁によって副業として５年ほど前からゲームセンターの経営を始
めたというのです。本業が順調すぎて（？）数千万円の税金を払う
お金を新規事業の投資に活用したいと考えたようです。
手始めに都内の繁華街の外れに１店舗を出店。売上げは上々、
当初の計画を大幅に上回り５年の回収予定が３年で達成できそ
うな勢いでした。始めてから１年後に、更に１店舗を増やしたいと
思い、都内の物件を物色していたのですがなかなか見つかりま
スクリーニングの結果は、当然ながら不採算の部門に焦点
せん。１号店の店長の紹介で神戸と横浜に１店舗ずつ出店する
が絞られてきます。不採算の事業なのですから切り捨てる提
ことになりました。
案をすることになりました。
２店舗目ということもあって開店の段取りまではスムーズでした
しかし、それがかんたんに結論を出そうとはしないのです。
が、新店舗と近隣店舗との兼ね合いで多少ゴタゴタがあり予定よ
社長としては、自分が手塩にかけて育ててきた店舗であっ
り２ヶ月ほど開店が遅れてしまいました。
ただけに、店長に言われても納得が出来なかったようなので
神戸店の店長は２９歳の女性、横浜店は３４歳の男性です。固
３９ す。「あれほどまでしてあげたのに…、引き継ぎたいという人
定客も徐々に増えていずれも順調に売上が推移していました。し
と店長はどんな関係なのか…」という想いが強く、冷静なほど
かし、気まぐれなお客に対応していくことは大変なことです。根っ
の店長の態度に「裏切られた！」というような気持ちになって
からのゲーム業界の人ではない社長としては各店舗を任せてある店
いたようです。
長が頼りです。売上を維持するにはどうするべきかを各店長と納得
のいくまで話し合っていました。売上が少しでも下がると気が気では
これほどまでに資金繰りが苦しくなったのは、店舗を借りた際に発
ありません。
生した「入居保証金」でした。一店舗あたり約３千万円の資金が眠っ
店舗の売上げに少しずつかげりが見え始めたのは今から１年半ほ
ているわけですから、いまから直ぐにでも店舗のオーナーに対して
ど前からです。
「解約通知」を出しておいて明け渡し月までの賃料を支払ったとして
神戸店の売上げが下がったといえば頻繁に神戸店へ行って店長を
も、出費する痛手は明白になります。
激励するようになっていました。横浜店は１号店の店長に管理を任
ましてや、その店をやってみたいという人がいるなんて最高の条件
せて…というように分担して、社長はもっぱらゲームセンターの建て
です。店長はこのまま働ければ退職金だっていらないと言っていると
直しに奔走するようになってきました。もうその頃は…本業の人材派
いうのです。入居保証金も店内の改装費用も８割方は回収すること
遣業の仕事は専務に任せきりになっていました。
が出来るのです。
ためらう社長に…
５年前の本業で儲かって多額の税金を払っていた頃には資金が余っ
「店長に言い難いのであれば、私から話してあげましょうか？」と言
ていたのに、今では銀行に頼んでも新規の融資は受け付けてもらえ
うと、先ほどまでの苦しげな思案顔はどこへやら…、ホッとしたような
ず、店舗展開の際に借りた借入金の返済さえも滞る始末で、いつし
顔立ちになって返事が返ってきました。
か本業の資金繰りに困窮する状況になってしまったのです。
「そのようにお願いします。いずれ私からも話しておきます…」
ということになりました。正直、ちょっと順番が違うだろう…とは思いま
したが、それなりの契約書類や文章を準備して、店長に会うことにな
りました。
店長に会うと、あっさりしたもので…
「何故だ！あんなにお金があったのに…。自分の預貯金もこのまま
「今回の話は社長にとってもいい話だと思っていましたよ…結論が
では底をついて全て無くなってしまう。」
出るまでにこんなに時間が掛かるなんて…信じられない…。商売は
専務や妻の反対を押し切って始めた事業であるだけに、社長として
スピードが大事ですから…コレでいいんですよ！」と言っていました。
は何としてでも赤字のまま店を閉じるわけにはいかず、資金繰りの
合間を見て東京と神戸の間を頻繁に往復するようになっていました。
…ということで、１号店と横浜店についても新たな買い手
売上アップを模索しながらも、いつの間にか店長の行動を責めるよ
を見つけることになりました。
うになっていたころ、神戸店の店長から、
「見栄」をはって経営していると四角いものでも丸く見えて
「このお店をやってみたいという人がいるんですけど、一度会って
しまうことになりかねませんね。 …怖いことです。
みていただけませんか…」と言う連絡が入った。

●不採算部門を切り捨てずに再建したい？？

リスク・カウンセラーに相談することになったのはこの時点からでし
た。早速、スクリーニングの開始です。
部門別に売上、経費、原価管理、などの資料から、８年分の資料を

◆＝◆＝リスクカウンセラー・四方八方巷談＝◆＝◆

googleで"リスクカウンセラー"と検索してください。
http://risk-counselor.seesaa.net/
ＱＲコードから読み込んでください。
携帯電話から「ブログ」を読めるようになります。
◇発行者
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◇連絡先

猛暑の夜の散歩道の公園。セミの７年間の長い地中生活からの
羽ばたきは、およそ１時間をかけて脱皮する新しい世代の生命
を生み出すための地上でのドラマの始まりなのです。
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