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３月１１日１４時４６分の『東日本大震災』の発生
で事態が一気に変わってしまいました。
従業員の３０％が東北出身者。彼らにとっては両親
の安否が心配だ。仕事どころではない。物流が止まっ
た。商品が届かない。社員が通勤できません。
遠い海の底からのしかかるようにして押し寄せる津
波の勢いに、家が、車が、飛行機が、流されていくの
を目の当たりにすると、思考力が止まるような不思議
な感覚が続きます。
期末まであと２０日間。地震発生の日から１週間は
ガソリン不足により物流が停止し工場の生産はストッ
プ。現場責任者の寝ずの修復作業によって生産設備の
調整はできたものの肝心の原材料が整わなければ製品
ができません。

リスクのクスリ

◆リーマンショックに続く試練、東日本大震災の影響…

再 生・再起 の社長に金 融機関が 求めていた のは…

２００８年９月、米国の名門投資銀行であ
るリーマン・ブラザーズが破綻した、いわゆ
るリーマン・ショック(Lehman Shock)から早
くも２年半。
大手企業は立ち直れても、長期にわたって
続いた平成不況から完全に立ち直れていなかっ
た中小零細企業にとっては最期の試練として
受け止め、政府の財政支援政策の一環として
『金融円滑化法』の施行により金融機関に対
して新規融資を申請しても、急激な売上減少
に対しては悲しきかな”焼け石に水”で、わ
ずか２ヶ月後には再び資金不足となってしま
う。月々の元本返済額が数百万円ではプロパー
の借入金を返済する為に借りたようなもので
した。
とにかく、月々数百万円の元本返済が止ま
らない限りは社長の仕事は資金繰りに走り回
るだけで終わってしまう。
急遽、リスケジュールの計画書を作成し、
金融機関に申し入れることになったが、借入
のあった信金や銀行の総ての金融機関の同意
を取り付けなければなりません。
６ヶ所の銀行を４日間かけて訪問し、明確
な回答を得られない金融機関があるまま、返
済口座の残高を今までの元利合計額から元本
分を差し引いた金額だけ残しておくことにし
ました。
売上高も徐々に回復の兆しを見せてきたの
で３月末決算の数字を上方修正する見通しで
いた矢先、天災により事態は変わりました。

追加借入より個人資産を資金繰りに投入する気は？

◆リスケジュールは実行してもらったものの…

現場の担当役員は連日取引先を駆け回り、
ようやく平時の８０％の生産量を復帰させる
ことができた。役員や社員たちが一丸となり
働く姿は”一旦緩急アレハ義勇公ニ奉仕”の
言葉を思い起こさせるような勇姿にさえ映り
ました。
しかし、経営者の試練はこれでは終わりま
せんでした。期末決算の数値が達成できない
ばかりか大幅な赤字となり、当初のリスケジュー
ル計画とは大きく乖離したことと、資金繰り
が再び苦しくなってきました。

◆連帯保証人の親族の預金内容は銀行は知っている
東日本大震災の影響は関東地区の企業にも
あり、政府は『平成２３年（２０１１年）東
北地方太平洋沖地震等による災害の激甚災害
の指定及び被災中小企業者対策について』と
いう書面で震災の影響により中小企業が倒産
することがないよう金融機関に対して通達し
ました。それにより、半年前にリスケジュー
ルをしたばかりの企業でも、状況次第では追
加融資が受けられる可能性がありました。

当然のことながら経営者は、追加融資を申
し入れましたが、金融機関はすんなりと受け
入れてくれませんでした。
ある金融機関の支店長の話では、「融資の
申し込みをする前に、経営陣は自分たちの預
貯金や資産を資金繰りに活用することが先で
はないのか…？」ということでした。
金融機関は、会社の借入に連帯保証人になっている
親族の預貯金や不動産、証券類の資産は、同じ金融機
関の中で動いているものであればそれなりに把握して
いるということでした。お金を貸す立場になって考え
てみれば当然のことですね。
また、金融機関は与信度の低い人を連帯保証人とし
ても安心できないのですから、その人の資産の動きは
チェックするのは当然のことだと思います。
そこで、新規融資を申しこむ前に社長や親族の財産
を処分して資金繰りに繰り入れるという、自分の会社
を必死で守ろうとする姿勢がなければ、従業員も社長
についてこないし、金融機関の支援も中途半端になり、
再生への道が険しくなってくるばかりです。
ある人が遺してくれた言葉に『お金で買えるものは
一度手放しなさい。会社がダメになれば嫌でも持って
いるモノは全てが引き剥がされます。抱えるべき財産
は家族と会社です。そんなにモノがほしかったら再生
してお金ができたら又買えばいいのに……』

ちょっと歳時記

沖縄の灼熱の太陽の下で
見た【ブーゲンビリア】の
色鮮やかに眼に映った濃い
ピンクの花は、鮮烈な印象
として今でも残っています。
小さな鉢植えに仕立てら
れたブーゲンビリアが淡い
ピンクでやわらかに色づい
ています。
実は、花のように見える
のは花弁ではなく『苞』と
いわれるもので、その苞の
中の小さなラッパ状のもの
が花の萼で、ブーゲンビリ
アには花弁はないというの
はオシロイバナ科の花だか
らなのでしょう。
原産地の中南米には十数
種類ほどがあり、低木の蔓
性で鋭い刺が、年中咲いて
いる花のようですが、沖縄
や東南アジアでも多く栽培
されているようです。
日本では、ゴールド、白、
オレンジ、深紅など、百種
類ほどあるようです。
花言葉は「あなたしか見
えない」「情熱」。贈る花
としてピッタリなのかも ･･･
。
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経営コンサルタント

"君子豹変"は元々、「自分に過ちがあれば、
速やかに言動を改める」という、たいへん立派
な意味である。
一方"馬齢を重ねる"は、何十年の歳月を経て
も、ちっとも変化(進歩)がない停滞人間のこと
を指す。進歩のない牛馬の知恵のまま、という
意味である。
ひょうへん
経営者の場合は当然"君子 豹 変 "が望まれる
のだが、これがなかなか難しい。しかし成功し
た実業家や経営者には、しばしば見ることがで
きる。
たとえば、桑名の大財閥として活躍した諸戸清六
（もろとせいろく）は文久３年に、わずか１８
歳で約２千両もの大借金を背負った。現在の価
値に換算すると、銀座の土地を約２千坪は買え
る額だ。
大借金の理由は、父清九郎の事業失敗の借金
を引き継いだからである。
すると清六は、債権者に十年割賦の返済を了
承してもらうや、「酒や煙草は吸わず」をはじ
め「食糧は１日米６合とす」、「食事は冷飯と
す(温飯は食事に時間がかかる)」かと思うと
、「寒中以外は渡し船に乗らず、泳いで渡る(船賃の
節約)」という〈経費節約自家訓２０個条〉を決めた。
その上で、近隣から米を買いつけ美濃や尾張方面に
輸送して売ると同時に、今度は薪や大豆などを戻り船
に積み込み近隣で売りさばく。船をカラで動かすムダ
を徹底して省いた。
こうやって、支出とムダを徹底して減らし、大借金
も３年で完済し、ビジネス資金を貯めたというのだ。
歳月の過ぎるのは早い。
清六は４０歳を過ぎる頃には、米の相場読みもする
ようになるが仲間には、「米は危ない、いま手は出さ
ないこっちゃ」と言いながら、自分はちゃっかりと買
い込み、でっかい利益を手にするなど、老獪（ろうか
い）ともいえる知恵を発揮し、知らんぷりを決めてい
た。
〈経費節約自家訓２０個条〉を
決めた当時の青年の一途な情熱の
ままでなく、したたかな駆け引き
の知恵も、身につけていたのであ
る。
これもまた、清六式の豹変と見
ることができよう。

二見道夫

“君子豹変”と“馬齢を重ねる”

●“君子の豹変”諸戸静六の場合
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●経営者に豹変は重要不可欠だ

よく、古い知人から「昔とちっとも変わり
ませんね」と言われて、喜ぶ経営者がいるけ
れど、単純に喜んでいいものかどうか。
本当は・物の見方や考え方に関して、「若
い頃とは、ずいぶん変わりましたね」と言わ
れてしかるべきなのに、変化なしと言われて
歓迎し、単純に喜んでいいものかどうか。
松下幸之助という人は元気な頃、自分が大
勢の社員を前にして語るときの"くせ"を直そ
うと努力していた時期がある。それは、本論
の前に「ええ････」が出てしまうことだった。
のちに三洋電機の副社長になる、後藤清一
さんに、しばしば尋ねたという。
「後藤くん、いま、わしの"ええ"は以前よ
り減ったと思うが、聞いてどう思った?」
自分の話し方のくせにさえ気付く人は、一
般には"豹変タイブ"である。
最近私は、愛知県の豊田簡易裁判所を訪ね
た。調停の当事者(原告)としてである。
相手(被告)は３５年前に、私が指導した人
間である。「久しぶりです」といって訪ねてき
たのが機縁となり、ある仕事を世話することになった。
ところがこの相手は、仕事をポンと投げ出してしまっ
た。契約放棄だ。私がいくら説諭しても、前向きな対
応をしない。金銭的にも被害を被る。
仕方がないから調停にかけて、第三者の判断を仰い
だ。私に軍配が上がったのは当然だが、一件落着して
から、もう古希という相手に、私は言った。
「"馬齢"を重ねては、人生の仕上げを誤りますよ」
ところで、豹変する人(自己改革できる人)は
①人の話を聞いて革新し、②書に触れて革新し、③新
しい経験を経て革新するものである。
いま時代小説の人気作家に、山本一力さんがいる。
この人は、莫大な借金(約２億円)を背負うという、
とてつもない経験をした。
もはや事業をやる資金も信用もない。どうやってこ
の大借金を返すか。そして山本さんは、一大決心をし
た。「金なし信用なしでやれるのは、小説書きだ！」
「大借金という経験をしたから、作家になれた」と
いっても、間違いではない。
経営者にも、タイムリーな豹変(革新)は、重要不可
欠な要件であろう。

東日本大震災から２ヶ月経
気になる数値…2,387,000円
ち、福島県の原発問題では今
でも一喜一憂が続き被災者の 災害救助法に基づく“仮設住宅”の価格
生活を思うと精神的なストレ
スの重さをひしひしと感じます。
水化学工業が各１０００戸、トヨ
国土交通省は、応急仮設住宅(仮 タホームに８００戸、その他パナ
設住宅)など３万戸の供給を大手住 ホーム、住友林業、三井ホームな
宅メーカーに発注しています。
どが建築にあたっているようです。
大手住宅メーカー各社は、長屋
災害救助法に基づいて建てられ
タイプの仮設住宅の仕様に沿って ている仮設住宅の価格は、１戸あ
資材調達に懸命ですか、建築業界 たり２３８万７千円と定められい
全体に部材不足の影響が出ていま て 、 間 取 り は 「 １ Ｋ タ イ プ 」 と
す。
「２Ｋタイプ」で和室とキッチン、
積水ハウス、大和ハウス工業に 風呂、トイレ、押入などを備えて
各２０００戸、ミサワホーム、積 います。

避難所生活の被災者の方々
にとっては一日も早く広い自
宅に戻って思い切り手足を伸
ばしたいことでしょう。
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[建築見積り]前に地盤調査が必要なわけ
===================================
不動産コーディネーター

豊 田 泰 由
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■ 認 知 症 予 防 ･新 書 ■
№２１
============================================
ＮＰＯ法人 認知症介入指導協会 理事 清輔喜美男=
ttp://www.ninchisho-yobo.jp

建物そのものには”耐震構造”や”免震構造”がありま
最近の認知症予防研究
すが、肝心なのは、建物を支える土台がしっかり固定でき
=================================================
世界でも例のないスピードで高齢化が進む日本。認知症患者は
る敷地の地質調査によって地盤強度や液状化する土壌では
ないかを確認することなのです。それは、東日本大震災の ２０２５年に３２３万人に増えるといわれている。根本的に治療
できる薬の開発はメドがたっておらず、予防に期待が集まる。
影響により敷地や周辺道路が液状化した千葉県、茨城県の
人との交流や趣味などが、認知症を防ぐことにつながるとの研
実態を見ても歴然としています。
究が増え始めた。

測定調査の方法は････
◆スウェーデン式サウンディング試験
スクリューポイントを地盤に貫入させ、その時の貫
入に要する荷重と回転数から抵抗値を測定する方法で
試験装置、試験方法が簡単で容易に測定できる。
試験結果をＮ値に換算でき、深度方向に連続してデー
タが取れる。砂利、ガラなどが多いと貫入が困難とな
り、調査深度は約１０ｍ程度が目安となっている。
◆ボーリング標準貫入試験
ボーリングで孔を開けてレイモンドサンプラーを地
中に打ち込む打撃回数（Ｎ値）を測定する。Ｎ値から
地盤の強度を推定できると共に地下水位の確認ができ
る。ボーリングで土が採取できるから、土層の確認が
できる。作業スペースが２０㎡と広く費用が高額とな
るようです。
◆その他の調査方法
◇オートマチック・ラム・サウンディング試験
◇ポータブルコーン貫入試験
◇レイリー波探査
Ｍ４以上の余震が頻繁に発生している東日本の各地
域では、地盤の強さは土地の価格にも影響が出てくる
ことは間違いないことでしょう。

星城大学の竹田徳則教授と日本福祉大学の近藤克則教授らは、
愛知県の６５歳以上の男女約９７００人を対象に、行動や生活環
境などの違いで３年後に認知症になりやすいかどうかを調査した。
趣味がない人はある人と比べて男性で２.２倍、女性で１.５倍
なりやすかった。男女差があるものも多い。
男性は、園芸や庭いじり、作物栽培をしない人は、する人に比
べて２倍近く認知症になりやすかった。
女性は、散歩、ジョギングなどのスポーツをやっていないと２
倍近く認知症になりやすかった。
竹田教授は「園芸では計画性や実行力が鍛えられ、スポーツは
有酸素運動が認知機能の低下を防ぐ」と話す。編み物などの手先
を使う作業は、予防効果はみられなかった。
近藤教授が神奈川歯科大学と実施した調査によると、歯を失う
と認知症の発症リスクが高くなることがわかった。６５歳以上で
自分の歯がなく入れ歯も使っていない人は、歯が２０本以上残っ
ている人に比べて認知症になるリスクが１.９倍になった。近藤教
授は「健康格差の拡大も無関係ではない」と指摘する。
例えば、所得でみると男性では、年収が２００万円未満の人は、
２００万円以上に比べて１.５倍ほど認知症になりやすい。また、
受けた教育年数でも差が出る。１０年未満の人は１０年以上の人
に比べて１.９倍ほどなりやすかった。
近藤教授は「認知症の発症予防を個人の努力だけに任せ
るのは無理。社会全体で取組 んでいくことが重要」と話
す。
（日本経済新聞２月２７日朝刊）

World Now

リスク管理の標準プロセス
アメリカ・ユタ州のｗｅｂサイトにはリスク管理のペー
ジ(http://risk.utah.gov/index.html)があります。
そこで「企業のリスク管理とISO 31000の紹介」("Int
roduction to ERM and ISO 31000" 出典：http://risk.uta
h.gov/documents/events/quarterly/intro_to_erm.ppt)と
いう資料を見つけました。
わかりやすい図があったので、ご紹介したいと思います。
ISO 31000というのは、国際化標準化機構(ISO)が策定し
たリスク管理の規格のことです。そのリスク管理手順をお
おまかにまとめると以下のようになります。
Ⅰ．リスクの特定
Ⅱ．リスクの優先順位づけ
１．発生確率による評価
最後の「リスクの管理方法の決定」とは、そのリスクに
２．影響度合による評価
どう向き合うかを決めることです。具体的には、リスクの
Ⅲ．リスクの管理方法の決定
「リスクの特定」とは、地震や火事が起こるかもしれな 元を取り除く、起こる確率を下げる、受ける影響を少なく
い、コンピューターシステムがハッカーに攻撃されて情報 する、リスク情報を共有する、そのまま受け入れる、など
漏洩が起こるかもしれない、自社製品の事故により顧客の です。
生命が脅かされるかもしれないといった、企業の目標達成
また、それぞれの対処の担当者を決めたり、継続的に存続
に影響を及ぼす可能性のある事柄を洗い出すことを指しま するリスクについてはどのように監視していくかを決める
す。次の「リスクの優先順位づけ」は、それぞれのリスク ことも、管理に含まれます。
が起こる確率と起こった場合の影響度合によって優先度合
このようなリスク管理は一時的に行なうものではなく、
を決めることで、次のような図で説明されています。
全従業員で情報を共有しながら継続したうえで記録を残す
１～25であらわされている数字が大きいほど緊急度合が ことが大切だとされています。
高いことをあらわします。発生の可能性が高いか、企業が
しかしあくまでも基本であり、実行に移すにあたって考
設定する目標達成に及ぼす影響が甚大かが、優先度合を決 えなければならない点は数多あります。それらは別の機会
めることになります。
で採りあげたいと思います。
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●あとは売上アップに専念するだけなのに････
この５年間の中小零細企業経営者の悩みは、
価格競争に翻弄されたり、経済ショックによる
売上げ不振など、資金繰りを辛くさせる材料が
余りにも多すぎたという切実な問題が山積して
います。
リーマンショックで親会社からの発注が止ま
り売上が５分の１に激減してしまった企業も、
東日本大震災による節電ムードで消費が縮小し、
売上が２０％以上減少してしまった飲食店経営
者や小売業者の嘆きは日計表や月次データを見
せていただいて一目瞭然です。

発行

2011年（平成23年）５月１７日

●待つままの営業？社長が率先行動をとる営業
リスケジュールの実行により大きく変えること
ができるのは、社長が使える時間の配分と戦略的
営業に向けた思考回路の活性化と活用です。
大きな組織であれば、社長が部下に対して上手
に采配をとることによって、社員の一人ひとりが
活き活きと、しかも喜んで行動をするようになり、
おのずと志気が高まることになるのです。
小規模企業であれば、従業員任せではなく社長
自らが積極的にお客さまと顔を合わせ、経営者が
元気でいることを強く印象づけることが大切では
ないでしょうか。誰が何と言おうとも社長自身の
会社なのですから、戦略を立てて何度も訪問する
ことで見えなかったことが観えてくるはずです。
経営者が自らお客さまに接すると言うことは、
残業時間を気にすることもなく、相手の希望する
時間に訪問することができるのですから、大きな
失敗ががない限りお客さまが満足しないわけがあ
りません。

そんな経営者に対して政府が執った措置が
『金融円滑化法』であり、その法律をどれだけ
活用しているかは中小企業経営者の味方である
「税理士」「会計士」「コンサルタント」の大
きな役割であると言えます。
『金融円滑化法』の適用を受けて、当然のこ
とのように元本返済をストップしてもらった後に経営
者がどのような行動を取っていたかによって数ヶ月、
●お客さまの感動を呼ぶ工夫で差別化を････
数年後の結果が大きく違ってきます。
金融機関に『リスケジュール』を実行してもらうと、 人に対する言葉や贈り物には送る人の『想念』が宿っ
従来は１００万円の元本と１５万円の金利を支払って ていると言います。受け取った相手に喜んでほしい…、
いた企業が、毎月、金利分の１５万円だけを口座から 幸せになってほしい…という想いは、どこかで必ず届
引き落とされることを考えれば良いのだから、今まで いていくはずです。
のように必死になって返済をしていたつもりになって
そんな信念をもってお客さまへの訪問を続けている
毎月１００万円とはいわないまでも、５０万円をプー と、些細なことにお客さまが感動してくれるようにな
ルしておけば１年間で６００万円が手元に残るわけだ ります。当然のことながら、それは従業員にも影響を
から、経営者のマインドは前向きになって、経営を立 もたらし、事務所もお店も暖かな雰囲気で満ちあふれ
て直すことができるはずなのです。
ることでしょう。

８４

つまり、資金繰りのことで奔走する時間を売上向上
の行動にサッと切り替えて行くべきなのですが、それ
までの辛い想いから解き放されたのか、ボーッとして
といる経営者を多く見かけます。
リスクカウンセラーは、多くのリスクは問題を放置
（未必の故意）にあることを何度も訴えます。

従業員とて、懸命になってお客さまの満足度を高め
ようと頑張っている姿に何も感じないはずはありませ
ん。再生できない経営者は、周囲の人からの
提案や助言に対して、それが出来ない理由を
並べ立てるだけです。再起をめざす経営者な
ら、どうしたら出来るのか…、どうしたら自
分の身につくのかを工夫してほしいのです。

ご利用ください！ 『経営危機から家族を守る！』のしおり
このキーワードは、リスク･カウンセラーが小規模経営者に
向けて訴え続けている永遠のテーマです。
①正しく“家訓を守り”承継できる会社経営をめざす経営者
②急成長したのに資金繰りに行き詰まり再生に挑む経営者
③長引く経営不振に決断が先送りになり迷走している経営者
④不慮の事故により経営が危機的状態となった経営者の家族
⑤企業再生が失敗に終わり“起死回生”に向けて頑張る経営者
“万が一”の経営危機を回避するには日頃からの備えが必要です。
※問題が起きる前に社内勉強会にお役立てください。
※出張による少人数制ミニセミナーをお受けしています。
◇発行者
◇責任者
◇連絡先

株式会社

ホロニックス総研

代表取締役･リスクカウンセラー 細 野 孟 士
〒113-0033 東京都文京区本郷１-３５-１２

TEL.03-5684-0021

FAX.03-5684-0031

http://www.holonics.gr.jp
（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）

