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再起 期
再起 後のサポー ト
・新規事業のサポート
・会社設立支援
・就職斡旋とその準備
・人脈の再構築支援
・社長の語る夢を傾聴

▲再起事業の具現化支援

・心の安静化と健康回復
・新居の確保と家庭経済の安定
・関係者との関わりサポート

・清算貸借対照表の作成支援
・顛末書の作成支援
・記憶の呼び起こし

▲弁護士との融合役

・手続きの流れを説明
・資金捻出の方策支援
・不安要因の整理
・パニックの沈静化
・現状の肯定

故人のカバンの中からは、すでに２年前にこの日を決
意をしていた様子がわかる資料が見つかり、出会ってか
らまだ１週間の私には、それに気づきそれを止めること
ができませんでした。残念なことです。
今はただ…、私に少しでも余分な時間がある
ならば、故人の遺志に沿って残務の処理業務を
全身全霊を尽くしていきたいと考えています。
ご家族と共に…、悔いのない残務処理にあた
りたいと考えています。合掌。
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◆“経営危機の兆し”視点が違うと……？

経営危機回避の要諦に“テータに基づく予測”
と“早期発見･早期対策”が思い浮かんできま
すが、特に財務面において耐力がない小規模企
業にとっては、経営危機が露見してから慌てて
対策を施したとしても、すでに間に合わない状
況になっている場合がほとんどです。
どんな小規模企業でも「お客様や仕入先」へ
の気配りは必須条件であり、製造業であれば社
内組織の開発部門、製造部門、品質管理部門、
総務･経理部門との正確な情報の早さと共有化
は経営者にとって欠くことができない要件となっ
ています。
また、小規模企業の経営者は、法人の負債と
個人資産が連帯保証人という契約によって見え
ない固い鎖で拘束されている現実の中において、
『家族を守る経営』を維持し続けるには、強靱
な『精神』と、きめ細やかな『透視眼』を持つ
必要があるのではないでしょうか。
それでは“経営危機の兆し”はどのようにす
れば発見できるのでしょうか。
川を上る舟、下る舟、止まっている舟、三つ
の舟から眺める月が３通りの見え方があるとい
う『一月三舟』という言葉があるように、私た
ちは全く同じものを見ていても、経験、立場、
生い立ちなどによって感じ方や問題意識の違い
が生じていることをしばしば体験させられます。
社長、役員、社員、お客様、仕入先、銀行、友人、そ
して家族が気がついているどんな些細な事柄でも、経営
者は積極的に耳を傾けていくことが大切で、会社の経営
そのものをデスクローズ(公開)することによって、経営
者の周囲にいる人たちがそれぞれの視点で会社を観るよ
うになり『“経営危機の兆し”の芽』を早期に取り除く
ことができるのではないでしょうか。

◆会計事務所が見つける「兆し」は深刻？
会計事務所の所長や職員は、経営者が一番信頼してい
る外部の専門家であると考えていることは統計によって
も顕かとなっていますが、残念ながら事業経営者ではあ
りませんから、社長との会話から得られた経営指針や直
面している問題点と、１～２ヶ月後に整理される財務デー
タによる分析結果だけが頼りということになってしまい
ます。
ですから、経営者が日頃から自分の抱えている問題点

を具体的に話すようにしておかなければ、財務
分析だけが顧問先の実情を知る手がかりとなっ
てきます。
経営者が気がかりな社内情報を積極的に会計
事務所に開示するようにしなければ、経営危機
の回避どころか、すべてが問題の後処理に終わっ
てしまう結果となってしまいます。会計事務所
で露見する顧問先の経営危機は、ややもすると
かなり深刻な状況に陥っていることが多く、そ
の原因は経営者の閉鎖的な姿勢によるところが
大であります。

◆経営危機を見つけたら専門家にリファーを…

小規模企業に係わる専門家は、身近な税理士・
会計士のほか中小企業診断士、社会保険労務士、
弁護士、司法書士、行政書士、弁理士、経営コ
ンサルタント、そして経営者や家族の心の安ら
ぎとなるリスク・カウンセラーなど、それぞれ
が専門家としての経験実績により、新たな視点
により目から鱗が落ちる斬新なアドバイスや、
経営者が安心できる支援活動をしています。
『企業再生支援チーム』の司法書士の報告に
よると、中小企業経営者が会計事務所に望むこ
とは……
①運転資金など資金繰りの相談に乗ってほしい
②借入金の返済についての相談
③新たに借り入れできる金融機関の紹介
④事業を売却する相談に乗ってほしい
⑤会社を清算するための方法指導、
……が代表的なものだということです。
①～⑤のどの内容をみても深刻さがうかがわれ、一刻
も早く次の一手を打たなければならないことばかりであ
ります。
どんなに優秀な専門家といわれる人でも、万能な人は
いないのですから、自分の専門外のことは他の専門家に
リファー(Refar)し、総合的な支援体制を作り上げ、タイ
ムリーで継続的な関係を築くことで、経営危機から回避
することも不可能なことではなくなってきます。
不安定な経営に苦しむ経営者を見捨てず、再生への道
へと導いていただけることを願っています。
◆リファー(Refar)
クライアントを援助する方法の一つとして他の専門家
に依頼すること。(中略)日頃からリレーションをつくっ
ておくことが必要である』
（カウンセリング辞典(誠信書房・國分康孝 編)

ちょっと歳時記

お客様の庭に咲き始めた
シコンノボタン 紫(紺野牡丹 )
は、春先から待っていた花
です。“紫紺の牡丹”とい
う花と書くのかと思ってい
たのですが、どうやらそう
ではないらしい。
花は一日咲きだけど、沢
山あるつぼみが、十一月頃
まで次々膨らんでは紫紺の
の花が開き、生命力さえ感
じさせてくれます。
原産地がブラジルだとい
うこの花は、細く伸びてい
る雄しべの先が、まるで蜘
蛛の足のようだと言うこと
で英名では“ブラジリアン・
スパイダー・フラワー”と
いうそうだ。
花言葉は「平静」。庭の
片隅に咲いていても、その
紫紺の花弁は十分な存在感
は感じさせてくれます。
来年もきっと見事な花を
咲かせることでしょう。

熱射の日射しを避け
るように 木立の 下に
純白のテ ッポウ ユリ
が咲いていました。
時折吹 き抜け る風
に大きな 花が重 たげ
にゆっく り揺れ て、
近づく秋 を感じ させ
ています。オニユリ、
オトメユ リ、カ ノコ
ユリ、ヤ マユリ など
原種だけでも百種類。
オリエン タル系 、ア
ジアティ ック系 、ア
メリカン 系なと に分
類されるようです。

（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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・法的手続きの説明
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・直面している問題の整理
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・社会情勢の背景認識
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【リスク･カウンセラーからの提言】
経営危機から家族を守る！
「失敗から学ぶ 中小企業の倒産分岐点」
このテーマはリスク･カウンセラー
の永遠のテーマであります。皆様
の回りに困っている人を見かけた
ら、必ずや解決策があることをお
伝えいただきたいのです。全力を
つくして対処させていただきます。

業

ビジネスは残酷です。「家族への遺書」には、守りき
れなかった無念さ、詫びる言葉、妻に向けた感謝の言葉
が綿々と綴られていました。
一週間前に知り合ったばかりの「私たちへの遺書」に
は、遺した家族が生活できるように守ってほしい…、従

起

●経営者の遺品と語り合うと苦悩期の映像が蘇る

草 創期
事 業 目的の明 確化
（目 論見 書 ・事 業計 画 ）

発行 2010年（平成21年）８月２０日
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リスクのクスリ

自分で止めることができない衝動に突き動かされ
るように、故人の遺志を叶えるためには避けること
ができない現実を受け止めつつ対応しなければなら
ないのですが、故人が考えても想定外の出来事が次々
に起こってくるものなのです。

Ｒ.Ｆ.Ｃ.Ｍ Heartful Report

経 営危機の「 兆し」が 見えてきた ら…

●悔いが残らない対応をするよう全身全霊を尽くす

市 場 開拓

ところが、初めてお会いしてから一週間目の朝、
社長の携帯電話に何度電話しても連絡が取れないの
でご家族に電話したら、その日の早朝に自ら命を絶っ
ていたという現実に直面することになりました。
「何で死を選んだの？？？？」社長と奥さんとの
三人で話し合ったこの一週間の会話を思い起こして
みたが、弁護士や税理士を交えて検討した「事業譲
渡」や「法的整理」など、幾通りもの解決手法の検
証をして、それなりの見通しの立つ状況になってい
ました。
悲報を聞き現場に駆けつけた所轄警察署の霊安所
で対面したときの表情はとても穏やかでしたが、細
く開きかけた唇からは「家族をよろしく…」という
メッセージが聞こえてくるようでした。そして数日後、
寂寞とした空気に包まれる斎場で、言葉少なく家族だけ
で葬儀が執り行われました。
几帳面だった社長が仕掛かっていた仕事の後始末をど
うすればいいのか…、黒い魔物のように家族を不安にさ
せる残された借金は果たしてどうなるのか…、家族はこ
の家にいられなくなってしまうのか…、”初めての経験”
に戸惑う家族と毎日のように話し合い、故人の遺志に沿
い『事業譲渡』の段取りに向けて進めることにする。
相手との折衝や法的な手続きは弁護士、税理士、司法
書士等に委ね、事務所内にある書類の山から必要な書類
を探し出して取引先との痕跡を整理するのが私の仕事。
リスクカウンセラーとして最も重要なのは、突然一家
の大黒柱を失い呆然としている家族たちの、言葉にでき
ない怯える気持ちをくみ取ることです。
そして、これから先の遺族たちの生活設計が具体的に
見えるようになるまでは「しっかり寄り添う」ことを家
族に誓いました。
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一刻も早 く…企業再 生の専門 家にリフ ァーを…

昨年、投稿いただいたリスク管理の標語『死ねた
あなたは いいけれど 残った家族は 生き地獄
焼かれて今は 何想う』という作品は、リスク・カ
ウンセラーの仕事を続けていく中で、絶対に忘れて
はならない大きな課題であることを肝に銘じて、相
談業務に取り組んでいました。

2010年（平成21年）８月２０日

業員のためにも『事業譲渡』ができるならば進めて
ほしい…、保険会社からの保険金額は…、などと、
責任感の強い経営者であったが故に、一人では負い
切れなくなった山ほどある苦悩期の混乱状態が胸に
突き刺さるように伝わってきました。その夜、遅い
時間に事務所に戻り、何度も何度も遺書を読み返し
思わず号泣してしまいました。
翌日からは事務所やカバンの中から必要書類を探
すことになったのですが、メモやノートの走り書き
や取引先の電話番号を整理します。どんな想いをもっ
ていたのだろうか。できるだけ正確に受け止めてあ
げたいと思いながら書類に目を通していきますから、
作業は遅々として進まないのですが、それも致し方
ないことだったと考えていました。

リスク・カウンセラー奮闘記・

●亡くなった経営者の遺志を受け止め家族に誓う

発行
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経営コンサルタント

“計数はビジネスの合い言葉”と言われる。当
り前のことである。
ところが計数を、特に営業活動によって生じる
数字を過信すると、その数字をもたらした原因を
解明しないで、問題の核心を見過ごしたまま、先
へ進みがちである。
営業関連の計数には、営業活動と密接不離なも
のが多い。たとえば、「売上目標」という数字が
ある。それも、「対前年同月比」もあれば、「対
前月比」もある。
ところがＹ営業所の目標達成率が、仮に８５％
とすれば、目標より１５％も下回る。
すると、司会者や上司による先導の上、こんな
論議に時間を割く会社がある。
「Ｙ営業所を除く全営業所の平均達成率は９６
％だが、その平均値よりも下回る……」
「この平均値割り込みが、もう３ヶ月も続いて
いる。全社目標の足を引っ張っている……」
「当社は長い間、目標との誤差率は一桁以内だ。
二桁の狂いは問題だ……」
「これだけ狂っては、目標が目標にならないのでは？
……」
「この調子では、来月も非常に心配される……」
こういう論議をよく見てみると、
「なぜ、そういう結果になったのか」という、数字を
もたらした“原因の特定と分析”が、そっちのけにされ
ていることがわかる。
こういう会議は俗に、“数字ごっこ”とも呼ばれるが、
こういう数字ごっこに陥る組織には、しばしば会議の主
導者に、計数かぶれの人がいるものである。

二見道夫

実績に結び つく“営業会議”の進 め方

●“計数”はビジネスの合い言葉だが？

発行
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●数字には手段を並記させよ
一例を紹介すれば、ある得意先からの代金回収
が非常によくない。１年に近いコゲつきだ。
営業所長によれば、「今後３ヶ月以内に全額回
収します」と言う。
しかし、苦しまぎれの答弁とみた私は顧問とし
て、所長と一緒にその得意先を訪ね、社長に挨拶
をして雑談を交わした。
すると、驚くべき自社の問題点がわかった。
簡単にいえば、実績づくりのためにこの所長、
架空の売上を起票したのはいいが、現物は伝票の
まま発送され、この得意先に届いてしまった。
「ミスなら仕方がない。早く過剰納品ぶんを引
き取ってくれ、この引き取りが終わるまでは、支
払いはしないけれどいいね……」
その得意先が、代金を決済しない原因が、当社
の納品の仕方に原因があることがわかった。
社長も営業本部長も、こういう現場の実情を知
らなかった上に、私のように、「おかしい？」と
思って、現場に出かけることもしなかった。

さて、“数字ごっこ”という、一見科学的な似而非
(エセ）会議をしないためには、いろんな手の打ち方が
あるが、ここでは〈売上目標〉の設定について、留意事
項を述べてみたい。
〈売上目標〉を金額で示したならば、次に大事なことは、
〈主要達成手段）も並記する(させる）ことである。
下に例図を示した。
１

主要な
２
会議に用いられる営業資料にしても、簡単にいえば、 売上目標
３手段
数字、数字、数字のオンパレードが多いのである。そし
３
てみんなの意識には、カンと度胸と経験という古いやり
方ではなく、数字を駆使して、非常に科学的な会議を採 (目標達成手段として優先順位の高いものから、三つの
り入れている……という自負めいたものさえあるものだ。 要点を添えること)
ではなぜ、営業現場の問題特定や分析を遠巻きにして、
“数字ごっこ”で、効果につながらない時間を浪費する
のかというと、会議の主導者(社長の場合が多い）が、
現場の実態を知らないケースが多い。
正丸峠で、パンクタイヤの交換に手を貸
してくださった男性に、今更ではあります
が、ありがとうとお礼を申し上げます。
今から３０年以上前のサラリーマン時代
のことです。秩父市のお客様を訪問した帰
り道はハイキングコースで有名な『正丸峠』
を超えて飯能市に抜ける私の大好きなドラ
イブルートでした。
「日が暮れないうちに…」と峠越えをし
て１キロほど走行したところで後輪のパン
クに気づきました。現在のようにチューブ
レスタイヤでなかった時代の話ですからタ
イヤはぺったんこ。荷台の荷物を降ろし、
スペアタイヤを取り出して、ジャッ
キ上げをして、交換作業に入りま
した。しかし、タイヤの取り付け
穴とホイールの取り付けボルトの
位置がずれているのです。何故？
再びジャッキアップをして、スペー
スに余裕をもって取り付けようと
してもボルトと一致しません。
辺りはすっかり暗くなり、通り
抜ける車も一気に少なくなり、入
らない理由がわからないまま途方
に暮れていました。
そんな時、通りかがりのトラッ
クから若いドライバーが降りてき
て、「こりゃ、タイヤサイズが違
うよ！幾ら頑張ったって入らない
ですよ！この車で峠の下まで乗せ
ていってあげますよ…」とタイヤを荷台に
載せ、私を助手席に誘導して峠を降りきっ
たところのガソリンスタンドまで乗せていっ
てくれました。
タイヤの修理が終わり、再び車を停めて
いた場所まで送ってくださり、タイヤは直
ぐに取り付けられました。それを確認する
と、サッサと立ち去ってしまいました。
前日、ガソリンスタンドの店員が、間違っ
て別の車種の修理タイヤを取り付けた事が
原因だとわかりましたが、知らない土地で
出会った男性の親切に今でも忘れません。
それ以来、道路で困っている人を見かける
と、思わず声をかけてしまう私です。

ありがとうの思い出－３０

Ｖｏｌ.０８０号

Ｒ.Ｆ.Ｃ.Ｍ Heartful Report

＝あなたの土地の隣地所有者は誰なのか？＝

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

豊 田 泰 由

先日工事会社の現場担当者が挨拶にやってきた。間もなく
して隣地で建物の解体工事が始まった。鉄パイプで足場を組
み、養生シートを張り込んで、ユンボがウンウンとうなり始
めて５日目には、建物のコンクリートの土台の部分を残して
きれいになくなっていた。
元の住人が転居してから７年間空き家のままだった。どん
な家が建つのだろうか？。どんな人が住むのだろうか？。興
味津々で次の展開を待っていたのだが一向に進展がなかった。
それから半年間が過ぎ、測量士が訪ねてきた。
境界を確定したいので、次の休日に立ち会ってほしいとの
説明があったが、あいにく長期の出張があり３週間ほど日本
にはいない予定だったのでそのことを伝えた。その日の夜に
測量会社から電話があり「家族の誰でもいいから立ち会って
もらえないか」と執拗に立ち会い日の日程調整を迫られた。
隣地には７軒の家が隣接しているのだそうだ。点で接して
いる家、線で接している家など境界は様々でしたが、植栽が
越境していたり、水道管と下水管が敷地内を通っていたり、
塀や建物の庇が越境しているなど、様々な問題が噴出してい
るようです。
隣接する敷地には必ずしも所有者が住んでいるとは限らな
いし、遠地の場合には現況を説明するには事前に資料を送っ
ておかなければならない。
平成８年に改正の『土地建物実測調査要領』により、土地
を分筆するためには立ち会い証明書等の添付が必要になって
いることや、平成１７年に改正の『不動産登記規則』により、
地積測量図の記録内容が厳しく指導されていることを考慮す
るならば、相続の際に売却を予定している画地や、急な売却
をする可能性がある土地は、平時に測量を済ませておくこと
が大切なようです。

W or ld N ow

＝価 値 観 を認 め る 努 力を ＝
米国の雑誌「Family Business」夏の
号から、価値観に関する話題をふたつご
紹介したいと思います。
ひとつめは、世代間の価値観の違い
です。この雑誌を刊行する出版社は４月
14日から16日に事業承継をテーマにした
カンファレンスをフロリダ州で開催しま
した。そのとき世代交代にあたり世代間
ギャップを乗り越えていく必要性が取り
あげられました。
パネル・ディスカッションではパネラーを、ベビーブーマー
(46歳～65歳)、ジェネレーションＸ(26歳～45歳)、ジェネレー
ションＹ(10歳～25歳)と三世代に分けました。
ベビーブーマーというのは日本の団塊の世代同様、第二次世
界大戦終結により、男性が家族のもとに帰って出生率が上昇し
た時代に生まれた世代です。
ジェネレーションＸというのはケネディ政権の時代からベト
ナム戦争までに生まれた世代で、日本では新人類と呼ばれた世
代が含まれます。
ジェネレーションＹというのはベトナム戦争から冷戦終結ま
でに生まれたベビーブーマーの子供世代です。ジェネレーショ
ンＹがベビーブーマーから受け継ぐ資産は米国だけで41兆ド
ル(約3485兆円)にのぼると試算され、ジェネレーションＹを育
てていくことは特に肝要だと考えられていますが、この世代は
生まれたときからテクノロジーの恩恵を受け、昔なら10万時間
掛かった仕事が十分の一の１万時間で処理されることを当たり
前だと考えます。
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■ 認 知 症 予 防 ･新 書 ■
№１１
=============================================
ＮＰＯ法人 認知症介入指導協会

理事

清輔喜美男

http://ninchisho-yobo.jp

■「危ない低栄養のサイン１２条」を見つける ■

=======================================================
高齢者の低栄養が増えています。早めの対応が認知症予
防になります。
今回は①～⑥を掲載します。ちょっと気になる人に質問
をして見て下さい。
①歯や口腔、飲み込みに問題はありませんか？
食事量を減少させ、タンパク質・エネルルギー低栄養状
態になる。
②下痢が続いたり、下剤を常用していませんか？
③便秘が続いていませんか？
下痢に発熱が伴なうと、タンパク質やエネルギーの不足
に陥る。慢性的な便秘は、腸管に直接障害を与えて低栄
養の一因になる。
④最近、入院をされましたか？
入院・手術に伴なう生理的ストレス、または半飢餓絶食
状態によってアルブミン値（可溶性タンパク質）が低く
なり、低栄養になる。
⑤１日に５種類以上の薬を飲んでいますか？
相互作用によって、栄養素の吸収が悪くなったり、副作
用による症状や食欲減退で食事量が減り、栄養状態が悪
くなる恐れがある。
⑥１日に食べるのは、２食以下ではありませんか？
１日の必要量を満たせない場合が多い。食べられない
時は少量づつでも、１日に何回かに分けて食べるように
指導する。
★高齢者は、意外と食事に関心が無くなる場合が
多いといわれます。早めの啓発が予防には重要
です。
それだけ、余暇の時間を当然と考え、仕事と生活のバランス
をとることに重きをおき、自己実現を求める傾向があります。
それはベビーブーマー世代が自分の職業に誇りをもち雇用主に
忠誠を尽くそうとした価値観とは違いがあります。
ジェネレーションＹはひとつの会社に拘るより成功すること
に重点をおきます。
21歳から38歳の年代では、平均して生涯に14の仕事を経験す
るといわれています。それだけ飽きやすく、人よりも自分のほ
うがうまく仕事をこなせると思う傾向があります。次の世代を
育てていく側は、こうした次世代の特徴を理解したうえで、
次のリーダーを育てなければならないのです。
ふたつめは文化の違いによる価値観の相違です。記事では、
家族経営が抱える問題をインドと米国で比較しています。さき
ほどの事業承継の難しさなど、両国では共通する問題も多いも
のの、若干の相違があるとして４点挙げています。
１点めは、インドでは親世代の権限が絶大であり、子供世代
は親に従うのが当然とされている点です。
２点めは、インドでは経営において女性が期待されていない
点です。男子であっても長男が重んじられています。
３点めは、相続税がない点です。これは相続税そのものより、
相続に関する事前計画の有無で財務面の差異が発生しないこと
が米国と異なります。相続税があれば、準備を強いられ早めに
事業承継を考えるきっかけになります。
４点めはインドはＧＤＰにしても２桁成長が当然の勢いがあ
り、環境の劇的な変化に順応する難しさがある点です。
こうしてみてみると、日本にも当てはまる傾向があることに
気づきます。時代が変われば、文化も変わるからでしょう。
さきの世代間ギャップにも通ずることですが、違う時代を生
きた世代が円滑に交代してこそ、事業の継続があります。お
互いの価値観を知り、その違いを認め、事業存続に繋げて欲
しいと思います。

