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親会社からの依頼でリスクカウンセラー
が外注先に行くことになった。
社長と専務にお会いし、会社の状況と
問題点を説明していただいた。
直近の「試算表」と「資金繰り表」そ
して「債務一覧表」などの財務資料を見
せていただくようお願いをしました。
もしや…と、思っていたとおり、直近
の試算表は出来ていない。Ｂ／Ｓを確認
できる資料は十ヶ月前の税務申告で提出
した「決算申告書」がいちばん最近の資
料でした。
「税理士さんに顧問料を払っていない
ものですから…」と社長が照れくさそう
にポツリと言っていました。

スクリーニングの結果で判断

リスク・カウンセラーに相談

た。むしろ、そうすることの方が実態が
正確に把握することができる。
早速、問題の会社の社長にそのことを
連絡し、その社長もそれを望んでいたこ
とが分かった。
当然のことだが、実態を調査した結果
で、万一、債務額が多すぎて再建が不可
能であるという結論出た場合のことも、
想定の中に入れておかなければならない
ことは言うまでもないのです。
外注会社を支援するにしても、財務内
容がまったく分からないので、早急に状
況を把握する必要がある。

【ちょっと歳時記】
朝晩めっきり涼しくなり公園はいつの間に
か秋の気配です。群生するイヌタデの穂先に
はピンクの小さな花が咲き、遊歩道には色付
き始めたコナラの葉がハラハラと舞い落ち…
素敵な風のいたずらは吹き溜まりに枯れ枝や
落ち葉の山を造ります。枝の先についたまま
のドングリは青々として艶があり、花瓶に飾っ
ておきたくなります。高知県大川村の「どん
ぐり銀行」では、クヌギ、アベマキの丸くて
大きい実を Ｄ（ドングリ）として、コナラ、
アラカシ、ウバメガシの細長い実は１Ｄとす
る貨幣単価があり、ドングリの実を貯金する
ことが出来ます。そして Ｄでクヌギかコナ
ラの苗木を払い戻しできるのです。広葉樹の
ドングリを植えて森を元気にしようという運
動だとか…。素晴らしい発想です。（細野）

こんな事態が発生したのは会社創立以
来初めてのことだったので、急遽、他の
役員とも相談した。
結果として、問題の外注先には何とか
現状の業務を続けてもらう為の問題点を
提起してしてもらうこととし、その社長
からの要請があれば、企業再生のための
専門家の派遣を手配することも考えてい

仕事をお願いしている外注会社の社長
から、「もう資金繰りが続かないから会
社を止めたい…。私たちはどうしたらい
いでしょうか…」と言ってきたそうです。
そう言われても、うちの会社の三割ぐ
らいの仕事を手伝っていただいている会
社であるだけに、急に仕事を止められて
も困ってしまう。
「何でもっと早く相談してくれなかっ
たのだろうか…」「それよりも、何とか
立て直す方法はないものか…。」
今の仕事を他の外注会社に切り替えて
発注したからといって容易に増産体制を
作り上げることはできるものではない。
ましてや、新たに外注先を増やすこと
だって容易なことではない。
問題の会社は、経験則を背景とした十
分な技術力もあるし、謹厳実直な社長で
あることも、無碍に切り捨てるような対
応が出来ない理由でもあった。

会社はやめたいとおもうが…

もう資金繰りが続かないから

R.F.C
外注先の与信情報を把握していなかったばかりに危機が…

それでは…次は…「資金繰り表」を…。
残念ながら、「支払予定表」はあるもの
の「売上計画書」「材料仕入計画」や
「経費の計画」などの資料は、クリップ
で留められた伝票があるだけで、一覧に
整理されているものがありません。
ましてや、買掛債務や借入債務に関す
る書類もファイルにとじられたままになっ
ていました。
デパートの大きな紙袋にいっぱいにな
るほどの書類を預かり、リスク・カウン
セラーの事務所で纏めることになりまし
た。
帰りがけに工場内を案内していただき リスク・カウンセラーが預かってきた証
ましたが、電子部品の製造ラインの脇に 憑類を徹夜で集計してスクリーニングの
は、仕掛かり中の半製品が入ったトレー 分析資料にするにも数日間かかります。
粉飾して計上されていた決算申告書を
が積まれている。一部の材料が入荷しな
いので製品として出荷できないのだそう 基にして、Ｂ／Ｓの棚卸しをします。
つまり、計上されている勘定科目をま
だ。
資金繰りが製造ラインにまで影響して る裸にして「真の財産」と「真の債務」
を精査して洗い直します。
きていると言うことなのでしょうか…。
そして、「債務一覧表」では連帯保証
人と担保物件を掌握し、最後に…ようや
外注先との信頼関係の構築は
く「資金繰り表」に取りかかります。
スクリーニングの結果が出ました。
相互のデスクローズが原点です
「親会社からの発注量を増やし、現場
の作業改善により作業原価を下げて、月
会社を初めて二十数年になるが、今ま 次の経常利益をプラスに転ずること」と
で外注先の信用状態について、それほど 言う結果となりました。
社長も「この数字ならやっていける…」
深く考えたことはほとんどなかった。
自分が独立して会社を興した時の苦労 と笑顔さえ見せるようになっていました。
はといえば、取引を開始する条件として、
口座をつくってもらうことだった。
強健体質の会社経営の原点は
自分が会社をつくり、外注先との取引
を開始することになりました。外注先と
外注先に対する経営指導にあり
の取引をする時の基準として重視してい
たのは、取引先の財務上の与信度を調査
することよりも、その会社の技術力と、
担当者や責任者の人柄を見て決めていた
ということでした。

震災などの災害事故が起きた際に備え
ておくＢＣＰ（事業継続計画）の見地か
らも、外注先の経営の根幹となる「人」
「モノ」「金」の三要素の実態を、定期
的に把握しておくことが何よりも大切に
なってきます。
いくら優秀な技術があっても…、社長
や社員の人柄が良くても…、財務状況が
不安定で、会社の存続すら危ぶまれるよ
うでは、発注する側の親会社の立場とし
ても一蓮托生になりかねないことを十分
に知っておかなければなりません。

親会社と子会社は「共競共栄」と言わ
れた時代もありましたが、親会社は子会
社の経営上の知的支援をすることを惜し
まず、積極的に推進することが望ましい
のです。作業効率が上がれば、コストが
下がり外注先の経営が安定します。外注
先の経営体質が強化されることは、親会
社にとっても掛け替えのない財産となる
に違いありません。
依頼があれば、人材教育、技術指導、
管理手法の指導など、人・モノ・金に関
するノウハウは積極的に活用するべきで
す。時には財務面での経営指導も求めら
れるかも知れません。
外注先に問題が起きてからでは遅いの
です。

事務所のミーティングテーブル
の上ですくすく５０㎝の丈に育っ
てしまったオジギソウです。茎の
先の方に５㎜ほどのボンボン球状
の蕾が付いてから２～３日後の朝
に、ピンク色の細い管状の花弁が
放射状になって咲いていました。
初めて見たオジギソウの花でした
が、翌日には萎んでしまいました。
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１０年ぶりにお会いした社長は、私の顔を見るなり矢継ぎ早
に話し始めた。
「先生、息子のことで頭が痛いんです。仕事をそっちのけに
して、パチンコにはまってしまって…。黙って会社のお金まで
持ち出してしまうし…。」
私も、その息子の少年の頃を知っていた。社長が事業を立
ち上げて７年目ぐらいの頃であった。
会社の事業は順調に推移し、業績も良く、地元の団体活動
の理事として推挙された。いくつもの名誉職に就くようになって
からは忙しさも並の状況ではなくなり、家族が健康状態を心配
するほどの忙殺される毎日でした。

リスク ・カウンセラー奮闘記 ・

●子供にお金を渡して育てていた…そのツケは大きい…

遊興費がなくなると親にお金を強請るようになっていたの
です。
「お金を渡さないと、渡すまで大暴れをするんです。会社
にいられると他の社員にも迷惑がかかるので、ついお金を
渡してしまった…」と、うなだれる社長。

このままでは社員の士気も低下するし、経済的に決し
て潤沢ではなくなっている会社の経営も危ぶまれる状況
に陥っているので何とか助けて欲しい…という相談でした。

●青年の「生きがい発見」と「計画経済の学習」を…
話題の２９歳の青年と会うことになりました。初めて私を
見る目は鋭く、敵を睨み付けるようでいて鈍い翳りのある
ような瞳でした。

その当時のことを振り返ると、中学生だったその息子と話す
時間などほとんどなかったという。息子の部屋には毎日のよ
うに友達が遊びに来ていたので、社長としては、むしろ、そうし
社長から頼まれていたのは「自分が死んだ後の息子の
た状況を良しとして考えていたようです。
将来のことが心配だから…頼む！」という切ない父親の願
自分が息子を構ってあげる時間がなかったので、友達が来
いでした。
４０ お父さんから頼まれてきたこと告げると、しばらくは黙っ
ることを大いに歓迎していたぐらいだった。
息子が「友達と遊ぶ○○のゲーム機が欲しいから…」と言え
たままで、顔を背けるようにして横向きに座ってしまいまし
ば気持ちよくお金を渡していたし、息子の友達からは理解ある
た。
父親と言われていることに満足していたようです。
たわいのない話しから切り出しては見たものの、まるで会話に
しかし、学校の成績はまったくふるわず、担任の先生からは息
なりません。私の知人にパチンコ店を経営している人がいたので
子の進路について何度も話し合いの申し出があったものの、忙し
まったく知らない世界でもありませんでしたので、青年がはまっ
いことを理由にして、先生の意見を聞くこともないまま進学の時期
ているというパチンコの話題に切り換えました。青年のパチンコ
を迎えることとなった。
武勇伝や、パチンコ店で知り合った人々の人間像…など、少しず
父親としては「せめて高校ぐらいは行かせてやらないと…。卒業
つ話しを始めるようになってきました。
したら自分の会社で働かせればいいし…」と思っていたようだが、
「パチンコにはまっているのはマズイとは思っているのだが…
余りにも成績が悪く、先生さえも困り果てていた状況であったそう
自分では何をして良いのか分からなくって…気がつくとパチンコ
です。
台の前に座っているんです…」 と青年は話し始めた。
「父親の面子にかけても何とかしてやらねば…」と、団体の役職
「このままではいけないとは思うんですけど、そう思うほど焦っ
にも就いていたので、それなりにお金を使って高校に入学させる
てきて…心臓がバクバクしてきちゃうんです…。」
ことができたのだそうです。
「ガチャガチャと大きな騒音の中で銀球の動きを追っていると、
頭の中が真っ白になって…スーッと気持ちよくなるんです」
どうにか進学はしたものの、友達との交友関係は以前と変わる
こともなかったし、父親が息子に接する態度も余り変わっていな
「生きがいは何って聞かれたら、君だったら何といって答える？」
かった。いや、私から見るともっと酷い状況になっていたと言った
唐突に聞いてみました。すぐに答は返ってきません。
方がいいかもしれません。
私が 「私はﾈ…、困っている人がいたら一緒に問題を解決して
「高いお金を出してやったんだ！高校だけは必ず卒業しろ！」と
あげることなんだ…。どんなに歳をとっても…何かしら自分に出
言うのが父親の口癖にもなっていた。
来ることがあると思っているんだ…」と…言うと、青年から答が返っ
中学生時代から仲の良かった友達も勉学に忙しくなり、遊びに
てきました。
来ることがめっきり少なくなってきた。「息子のイライラする行動
「そうなんです。僕も何かやりたいんです。何か目標を持ってやっ
はその頃から始まったのではないか…」と父親は語る。
ていきたいんです」「親にはずいぶん迷惑を掛けたし…自分で働
高校へ行ってからは、同じ高校の友達よりも下校途中の繁華街
いたお金で生活できるようになって、親を安心させたいんです。」
で知り合い顔なじみとなった友達ばかりで、中には密かに息子の
そう言うと…青年は…すがるようにして私の手を握ってくるの
部屋に上がり込んでアンパン（シンナー）を吸ったりして翌日まで
です。
泊まっていく友達もいたりして、それを見つけた時は厳しく息子を
「そうするって…お金を計画的に管理しながら使っていくって言
叱ったこともあったそうです。
うことなんだよ…。そんなこと出来るかなぁ～」
社長は 「父親として、息子の育て方を間違っていました」と呟い
ていましたが、反省もさることながら、これから息子にどのように
「僕が…計画的にお金を使うことに慣れるまでは、１日
対処していくかということよりも、父親がどのように変わっていくか
分だけの必要なお金を僕に渡すようにしてくれませんか？」
ということが課題であるとさえ感じました。
ということで、青年との「生きがい探し」「計画経済の学習」
強引に高校を卒業させ、自分の会社に入れたものの、仕事を任
がスタートしました。
せても途中で放り投げてしまい、周囲の社員がその後始末に翻
弄する始末で、社長としては、社員から「私たちの仕事に組み込
まないで…」という泣き言を、なだめるのが日常的な光景となって
いました。
ろくに仕事もしない上に、会社を抜け出してパチンコに潜り込み、
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ザクロ（石榴）の実がすっかり大きくなってきました。重たく
枝をしならせた実は、まるで…甘酸っぱい香りを放って小鳥た
ちに秋のご馳走を振る舞っているかのようですね。
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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）

