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本人に直接連絡を取り、とりあえず全体像を説明
して契約中止を勧めましたが、なぜか中止のことに
触れると、「それば出来ない…」と言わんばかりの
受け答えになることが、とても気になっていました。
「なぜだろう……。未だ何かそれが出来ない理由があ
るのだろうか……」釈然としないまま、後日、その日程
の返事をいただくことにしました。

６６

そんな経緯があってから１年後、私の友人に「来週契
約することになったのですが、何となく不安になってき
たので相談にのってくれる人はいないだろうか……」と
言うわけで、その契約内容に直感的に異常な理不尽さを
感じた友人が、「緊急の相談があるから聞いてやって欲
しい…」ということになったのです。

●すべてを話し切れていない？･･なぜ隠しているのか？
関係書類を拝見し、前述のお話しを聴かせていただい
たが、契約書もさることながら、本人達は業者の物件を
未だ見ていないと言うことなので、全部の調査が終わる
まで契約日を直ちに延期するように先方に通知するよう
に言うものの、ご本人達はなぜかそれを躊躇うような言
動を並べていることからも、これまでの経緯の中で、未
だ話し切れていない何かがあるような印象でした。
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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）

◆過去の記録が真実の記録であることの大切さ
リーマンショックから１４ヶ月、少しずつ回
復の兆しが見えてきたかと思いきや、一気に景
気が冷え込んでしまいました。
中小零細企業の経営者がこの苦境を乗り切り
生き残ってゆくためには、財務体質を強化して
おくことは必須条件なのですが、政府がすすめ
る「緊急支援融資制度」に申し込めば無条件で
融資が受けられるものではありません。
売上不振の穴埋めとして『融資申請』をする
場合「決算書」「資金繰り表」「事業計画書」
の書類の提出を必ず求められます。
それは経営者の『３種の神器』と云われ、経
営者はその一つ一つを自ら作成し、その活用と
効果を熟知していなければなりません。
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そう云う意味では、『資金繰り表』は、航海
する船長に必要な「羅針盤」と言えるのではな
いでしょうか。
現在の正確な位置を知らずして、目的地に向
けて航海を続けられるだけの十分な燃料はある
かどうかを判断することはできません。
「機関長＝財務管理」や「甲板長＝営業部」
からのリアルタイムの情報を受けてこれからの
航路を決める重要な役割があるわけです。
資金に余裕があるときでも、余裕がないとき
であっても、「資金繰り表」は絶対に必要なも
のであることを理解してください。

◆未来に向けた目的を示さない経営はなし

経営者にとって『事業計画書』とは、正確な
「海図」や優秀な「レーダー」のようなもので、
必ず準備して社員に分かりやすく示しておくこ
とが必要です。
決算書はB/SとP/Lによって構成されています
大海原には多くの障害があります。目的地に
が、B/Sは会社の創立から今日までの体力を診断
向けてより早く、無事に到着するためには、正
した「健康診断書」で、P/Lはその年度の学年成
確で効率のよい航路を計画し、航海しなければ
績表だと云えます。
なりません。
また、B/Sの数値を時系列に並べて時代背景と
当然、船体の整備、調整、船員の健康も大切
リンクさせながら読み解くと、３期分の短期間
になってきます。途中の天候のことも予測して、
の分析では読み取りにくい、経営者に必要な生々
航海に備えておかなければなりません。いつも
しい会社の生き様が見えてきます。
順風満帆な航海が続けられるものでもありませ
ん。
「貸借対照表（B/S）推移表」は船長が必要と
航海には夢があります。
する「航海日誌」に当たります。「航海日誌」
会社の将来には社長や社員の夢があります。
は母港を出港してからどんな航路を辿り、どんな出来事 夢を実現させるためには、行き当たりばったりの計画で
があったか、そして、船員たちの健康状態、燃料や機関 は実現することはできません。
室のメンテナンス状態などの、事実に基づく全ての記録
安全な航海のためには、危険に備えた十分なリスク管
を直前まで記録したもので、現状確認を知るには無くて 理と、万一の事態に遭遇した時の冷静沈着な判断が船長
はならないものです。
には求められています。
この記録にもしも虚偽事項が記述されていたとすれば、 事業の夢を実現させるためには、会社の目的や目標を
絶対に安全な航海を続けることはできません。
明らかに示し、こまめに確認することです。
エンジンの調子、食料や燃料の量が過剰報告されてい
るようでは、航海半ばで船は進めなくなります。
「粉飾決算」をしている会社は必ず倒産すると云われ
る所以はこのことなのです。

◆決算書(B/S＆P/L)推移＝航海日誌

◆現在の状況把握なくして経営はできない
経営指数は、昨日、今日、明日というように刻一刻と
変化しているものです。
ですから、正確な過去の記録に基づいて正しく客観的
に現状を把握し、会社を取り巻く環境、業績、販売商品、
組織体制、資金状況など、現在の実態（立ち位置）を確
認しておかなければなりません。

ちょっと歳時記
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釈然としないまま３週間が経ち、
胸の内はモヤモヤとして苦しい。恐
らく私の友人も私以上に辛い想いで
いることだろう。助けられずに目の
前の流れに飲み込まれていく姿を見
るのはやっぱり辛いことです。

＋マネジメント レポート ＝＝＝＝＝＝

十一月になると寺や神社
の境内で「菊まつり」が開
かれています。
境内をのぞいてみると、
大菊、古典菊や小菊を一年
間掛けて丹精込めて作り上
げた作品が展示されていま
した。大輪菊は、三本仕立
て、一本仕立て、七本仕立
て、千輪作り、ダルマ作り、
福助作りなどに作り込み、
小菊は、懸崖作り、盆栽作
り、岩付けや木付け盆栽な
どに、それぞれの作品は匠
の技の成果が発表されてい
るようでした。
菊の原産地は中国。九月
九日に重陽節（菊の節句）
として三千年の歴史があり、
奈良時代に遣唐使が日本に
持ち込んだようです。
今では皇室の菊の御紋と
してなじみ深い。我が子を
育てるかのようにして花弁
の形を丁寧に整え、色合い
を楽しむ老職人の誇らしげ
な姿は、来年に向けた菊作
りに想いを馳せているよう
でした。

◇発行者
◇責任者
◇連絡先

急いで事を進めなければならないこと故、弁護士の客
観的判断を仰ぎ、必要であれば弁護士に引き合わせして
安心してもらえるように段取りを立てていたが、２日経っ
ても１週間経っても、本人から連絡がないのです。
どうしたのだろう……と思えば思うほど、そもそもの
顛末や契約内容の理不尽な部分が浮き彫りになり、強行
に契約を進めようとしている業者の魂胆に、なぜか腹が
立ってきてしまいます。
「シロウトを騙してまで商売をするな！」と声高に叫
びたい。川の流れに溺れかけていた人が友人に相談した
ことで岸部に上がりかけたのに…何故、何故、何故。

東京郊外に秋がやって
きた。空が高くなり、乾
燥した秋風は色づいた木々
の葉を揺すり、風は流れ
るように色とりどりの妖
精たちと舞いながら、彼
方に消えていきました。
カエデ、ハナミズキ、
ナナカマド、ウルシ、み
んな紅く染まって、小さ
な森を鮮やかな彩りにし
てくれます。もう、冬が
そこまできています。

早速、２つの物件をそれぞれ現地に行って確認し、写
真を撮り近隣調査と法務局と区役所から法的規制等の条
件などの情報を収集し物件査定をしました。
それにより分かったことを改めて整理してみると……
①当初底地権を買い受けていた業者から、他の業者に売
却されており、新たな所有者との交渉になっている。
②経済的な理由から、業者が提示するように底地権を購
入することができない。

●相談者との連絡が途中で途絶えたとき……

R .F.C ＋Ｍ Report
リスクのクスリ

相談してきた友人には、この案件は契約を中止す
べきであることを伝え、できれば家族全員が理解で
きるように調査資料の説明をしたいと言うと、ホッ
としたように「ありがとう。私も同感です。そうし
て上げてください……！」とのことでした。

NEW!

経営者は船長の三種の神器を修得しよう

③業者から１２年後（次の更新時）に明け渡してく
れと言われた。
④業者所有の不動産を代替え物件として等価交換を
する ことを提案された。
⑤契約書の内容は、業者物件（再建築不可物件のた
め評価額は５００万円以下）と、相談者物件（現
時点での借地権評価額は１５００万円）とを同時
売買する契約であった。
⑥新たな業者の言動には威圧感があり、強行な行動
には恐怖感さえ感じていた。
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航海日誌、羅針盤、航路の海図に代わる物は？

友人の紹介で、横浜に住んでおられる７０歳代の
ご両親のご自宅の件でご相談者がありました。
お話しは……
ご両親のご自宅は、築４８年の一戸建て住宅です。
土地は借地権で約４０坪あります。８０歳を過ぎた
地主とはトラブルもなく、８年前に借地権の更新を
済ませ盆暮れの礼節も欠かさずに良好な関係にあり
ました。その地主が半年前に亡くなり不動産管理会
社が地代の管理をするという書類が来ていましたが、
すでに１年分支払ってありましたので、何の問題も
ないと考えていました。
ある日、不動産業者が訪ねてきて「この土地は当
社の所有になりました。ついては、借地人の方に底
地権を買っていただけないものかと相談にまいりま
した……」と、路線価、近隣の取引事例価格、など
と一緒に、具体的な金額提示をし、次回の訪問日を
告げて帰って行きました。
急遽、家族会議を開きどのようにすべきかを話し
合うことにしましたが、借地権に対する十分な知識
がないため、結論が出ないまま約束の日が来てしまいま
した。「もう少し時間をください。専門家の意見を聞い
てから……」と言うと、その業者が「借地借家の専門家
の団体を紹介しましょう……。第三者の客観的なアドバ
イスを受ける方が納得できるでしょう。」と、その団体
を紹介してもらい家族揃って相談に行きました。

リスク・カウンセラー奮闘記・

●理不尽な契約に引き込まれている相談者
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「ちっとも変わりませんな」
の社交辞令にドキッとしよう

●感動的に変わった人

経営コンサルタント

同期生会などの場で、互いに懐かしい学生時
代を語らい、「おまえ、昔とちっとも変わって
ないね」などというセリフは、これまた嬉しい
ものだ。
しかしそうではなくて、５年ぶりとか１０年
ぶりで偶然に知人と出会い「その辺で、コーヒー
でも・・」ということで、腰を落ち着け、しば
し歓談の時間を持つことがある。
こうやって歓談のひとときに、相手が言う。
「５年ぶりだけど、以前とちっとも変わりま
せんね」こう言われたら別れてから、じっと自
身を考えなければならない。というのは現代は、
川の流れにたとえれば、急流であり激流の環境
だからだ。
ビジネス・モデルの変化も激しいから、現在
の書店では、ビジネス・ハウツー本は、ほとん
ど売れない。売れても第１刷で姿を消す。
この現象も、出版不況に追い打ちをかけてい
る。という具合に、時流の変化が激しいときに、
「以前と変わりませんね…」などと言われたら、
「ちっとも進化してませんね…」と言われたと解釈し、
ドキッとするがいい。

二見道夫

私の学友に、大学を出ると生命保険会社に入社し、や
がて会社を辞めると、みずから保険代理店の道を進んだ
Ｓくんがいる。
このＳくんに久しぶりに会ったとき、感動して思わず
彼にかけた言葉は、こうだった。「おまえ変わったなぁ・・」
学生時代から彼の本質だったのかも知れないが、一生懸
命に他人の面倒を見るのである。
たとえばぼくが熊本のホテルにいたら、
「用があるから、いまから行くぞ」という
電話を隣県の福岡からくれた。こうやって
わざわざ来てくれた用件は、「母校の高校
で講演してくれ」という話なのだ。しかも
彼はそのとき、片足を病気で無くしていた。

●変化を怠ると失うものも大きい
母校を思い、学友のぼくを遠路訪ねる。我が
身は五体不全の状態なのに。
その学友はもうこの世にはいない。しかし彼
が残した遺産は、Ｓビルという建造物に留まら
ず、人に優しく親切に接する奉仕の精神は家族
に引き継がれ、特級の優績代理店として、いま
も保険会社にとっても、顧客にとっても輝いて
存在している。
しかし一方、目線を転じてみるとどうか。
鉄のカーテンを身の回りに張り巡らすかのよ
うにして、激しく変化する環境の中にあり、イ
ンターネットにも背を向け、昔の成功体験に固
執し、口は達者でも聞く耳は退化の一途をたど
り、まさに"昔とちっとも変わらない人"もいる。

たとえば全国各地に、俗にいうシャッター商
店街がある。環境に翻弄された点も否定はでき
ないが、シャッターを降ろすしかなかった経営
者自身にも、環境の変化の中で、みずからの変化
を拒絶していたのではないか。
たとえば家庭用品を、広く扱う規模の大きな店があっ
た。この経営者は、筆者にこう語った。
わたしは、自分が気に入った物しか仕入れません（売
りません）……」
好き嫌いが激しい性格だったせいか、「店は顧客のた
めにこそ存在する」という考え方には程遠く、「店はお
れのものだ」という考え方に、がんじがらめに縛られて
いた人だった。
変えてはならないもの、変えなければなら
ないもの。峻別が大切だ。
お互いに、「あんた、変わったネ……」と
いう、前向きの言葉をかけられたいものです。

脳力開発センターの田中典生先生、いつ
もありがとうございます。
田中典生先生と知り合ったのは十年ほど
前のことになるでしょうか。私の事務所が
京橋にあったころだったと記憶しているも
のの、うかつなことに何処でお会いしたの
かはっきりとした記憶がありません。でも、
いつも気になる人として、ふとした時に…
記憶の底からお名前が飛び出してきます。
初めてお会いしたとき「ノウ力開発のノ
ウは「脳」の字なんですよ…」と、田中先
生のお仕事の説明を受けましたが、私の脳
力はかなり低下してしまったのか、
経営者支援や社員教育をしていらっ
しゃるぐらいしか記憶にない。
時々「ＲＦＣＭレポートを読ま
せてもらいましたよ～。」と記事
に対する感想と先生独自の宇宙観、
世界観や人間観などを話してくだ
さるのは、私に対する一つの道を
見えるように示してくださってい
るようで、電話での会話が終わっ
た後には、不思議なことに力強さ
と爽快感が残り、何故か図書館へ
と走って行きたくなってしまうの
です。
それは、お話しの中から吹き出
すような勢いを感じるものがあり、言葉の
一つ一つに私には乏しい何かを探し求めよ
という行動刺激剤が隠されているようで、
それが、時々田中典生先生を思い出すこと
になっているのかも知れません。
人が他人に対して与える影響の大きさは
それぞれに異なりますが、物事を論理的に
解析し評価できる脳力はただ者ではない…
と、実践したことを懸命に身体に覚えさせ
てそれを自らの力としている私には、遠い
道程のように思えてなりませんが、先生か
らの刺激を受けとめ、感謝の気持ちを忘れ
ず社会のために尽くしたいと思います。

ありがとうの思い出－２２
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＝中古住宅売買における瑕疵担保責任＝

========================================
不動産コーディネーター

豊田泰幸

中古住宅の売買契約で気になるのは「建物の瑕疵担保責任
は免責」ではないでしょうか。建物を売却する際に、購入者
が購入後に瑕疵が発見され使用上不具合であるといった場合
のトラブルがあります。
契約時に既に分かっていた瑕疵だったのか、契約時までは
問題なく使用していたが購入者がしばらく使用した後に発生
した瑕疵なのか…などでトラブルになっています。
前者の場合、什器設備などが未だ使用できる状態であれば、
購入時期や仕様などを「重要事項説明書」によって予め詳細
を記述しておくべきであり、そのことを承知して購入した場
合は当然のこととして瑕疵のために損害を受けたとしても、
売り主はその責任を問われません。
売買契約書において、売り主が個人である場合は「瑕疵担
保責任は負わない」とする条項は原則として有効とされてい
ますが、売り主が不動産業者である場合は瑕疵担保責任から
免れることはできないと業法で定められています。
建築してから３０～４０年と建物が老朽化して雨漏りが酷
くその原因となる箇所が不明な場合などは、中古住宅の売買
とせず、土地の売買として契約し、その老朽化した建物の取
り壊し費用を勘案して査定し、購入者を探すようにすること
によって、少なくとも、建物に関する瑕疵担保責任は免れる
ことができます。
不動産売却のリスクは、後々のトラブルに巻き込まれない
ように専門家に相談して回避したいものです。

■ 認 知 症 予 防 ･新 書 ■
№０２
=============================================
ＮＰＯ法人 認知症介入指導協会

東北大学大学院医学系研究科辻一郎教授の研究グルー
プが、まとめた調査結果である。
研究グループは、９４年に宮城県内の４０～７９歳の
健康な男女、４万３３９１人に対し健康調査を実施した。
７年後の０１年末までに死亡した３０４８人について、
「生きがい」が「ない」と回答した人は、「ある」と回
答した人に比べて、脳血管疾患で死亡した割合が２.１
倍も高く、肺炎も１.８倍高かった。癌は生きがいの有
無による影響はなかった。
自殺なども含めて、死亡した人の割合を全体で見ると、
「生きがい」がない人は「ある」人に比べて１.５倍高
かった。
辻教授は、「良好な感情を持つことは、感染症を防ぐ
免疫系に良い効果があるといわれている。定年後も社会
活動への参加などで、生きがいを持ち続けることが大切
だ」と話している。（読売新聞）
当協会では、０６年１２月から養成講座を開講してい
ますが、既に認知症の予防方法として、
１．食事、２．学習、３．運動、そして「４．生きがい」
を主張しています。
「生きがい」を啓発するのは、なかなか難しいことで
すが、生きがいを達成するための一つの
「手段」として、食事・学習・運動がある
と考えて下さい。
手段が「目標」になっては、認知症予防
は長続きしません。

＝景気回復の裏側では失業率が増加している＝

も増えています。
この状態が続き、今の若年層が親にな
る次の世代を考えたとしたら、格差がさ
らに広がることは簡単に想像できます。

ることになります。
また、就業したいと希望する人の割合
が少ない女性の失業率が低いため、全体
の失業率が低く抑えられているだけで、
１０％という失業率がかなり深刻である
ことがうかがえます。

図１：失業率推移

同資料のなかに失業率を性別および年
代別に集計した一覧があります。
(表１：性別および年代別失業率推移)
このなかで目をひくのは、若年層の失
業率の高さです。学歴が低く、社会経験
の少ない年代になると、男性で３人にひ
とり、女性で４人にひとりが失業してい

清輔喜美男

【「生きがい」がない人は死亡率が１.５倍に…】

W or ld N ow
◆米国の「失業率」１０％の実態を検証
さまざまな経済指標から景気が回復期
に入ったという見方が強まっている昨今
ですが、米国では先月失業率が１０％を
超えました。
労働統計局発表の資料(http://www.bl
s.gov/news.release/pdf/empsit.pdf)を
見ると、サブプライムローン問題が顕在
化して以降、失業率は増加の一途をたど
り、先月にはとうとう１０％を超えてし
まったことがわかります。(図１：失業
率推移)

理事

http://ninchisho-yobo.jp

また、これだけ失業率が右肩上がりで
増加している現状から、失業期間も長期
化していることも、問題を深刻にしてい
ると言わざるを得ません。(表２：失業
期間の割合推移)
リーマンショックから約１年で、半年
以上失業している人の割合が１０％以上

◆対岸の火事ではない…日本の失業率
日米の雇用慣行に違いがありますが、
総務省では完全失業率は５.２％と発表
していますが、政府の「雇用調整助成金」
で失業を押さえ込んでいるのが実情であ
り、本当は数字以上にもっと深刻な状況
にあるのではないでしょうか。
最近の就職率は前年比１０％減を示し
ており、日本の失業率の実態は９％を超
え、米国と大差ないという専門家の味方
もあるようです。
中小零細企業の経営危機は未だ回復の
兆しが見えていない経済状況の中で、や
むなく事業の縮小をして従業員の一時休
業などの回避策をとっています。
米国と同じく、格差社会になりつつあ
る日本も同じ問題を抱えているのではな
いでしょうか？

