目指す経営者像とは
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経営者と し て最も大事だと思 っ
ている のは、価格決定権を 取る
こと です。自分 の商 品や自分 の
サービ スが、自分 の思 いで決め
られると いう事 です。
２年前 に若手 の農家経営者 の前
で話 しを した時、 ト ランプ 氏 に
しろ、 ヒラリー氏 にしろ、
反対を 公約 に掲げ ているんだか
ら
の話をする のは時 間 の無
駄だと言 ったら、 ひど い顰蹙を
買 いま した。
彼 らと話を し てすご く分か った のは、彼 ら の労力 には定価があ りま せん。相
場な ん です。市場 の状 況によ って、自分 の足 し値が左右される。豊作なら安
くなる し、 凶作なら高くなる。ど っち にしろ単価を掛 けたら 一緒 じ ゃな いか
。 面白 いなと思 いま した。 ム ッとされ て、ブ ランデ ィング な ん て出来な いと
言われま した。
ブ ランデ ィング 出来な いと思 っているそ の意識が、 そも そも 間違 いです。
の話をする前 に、ブ ランドを作 ろうと いう話を何故 しな いのか。ブ ランド
を作 ろうと いう意識がな い、 そしたら無 理 でし ょう。なぜブ ランデ ィング を
しな いのか、オ ンリー ワンを 目指すと いう のは大変だから。皆さん、考 え て
いる マー ケ ットが 違うん ですね。
焼酎 には甲類と 乙類と いう ２種類あ って、 乙類 は匂 いのあるそ のまま飲む焼
酎。うち のお酒は、 甲類 で、ホ ッピーなど で割 って飲むお酒 です。
今 でこそキ ンミヤ焼酎は知られるよう にな りま したが、 それ でも業 界 では ７
位 です。なぜ そうなるかと いうと、うちは大 口容器 で出 し てな いん です。 買
う 人は ４リ ット ル
円の焼酎を買う。 それが シ ェアを占め ている。 でも 当
社 はそれを出 し てな い。 そ こに いくと完全 にブ ランデ ィング 出来なく て、ど
う いう事 かと いうと、大抵 の飲食店 で焼酎を頼むと コップ に焼酎、隣 にホ ッ
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同友会 に入 ってたくさん の経営者 の方とお付き合 いを しま したが
、岐阜 に未来 工業と いう会社があ ります。中 同協 の集まり で隣 に
座 っていた のが 未来 工業 です。 そ こで、 メ モを し ていると、 「
何
し ているんだ。あれ は運営 の話 しだ。経営 の話 じ ゃな いから書 い
ても無駄だ。 」私 の書 いている手を止め て、 １枚 のチラシを渡さ
れま した。 そ の時 は変な 人だと思 いま したが、今思うと凄 い人だ
ったと思 います。
未来 工業を 見学 に行 った際、 入 口に大きな看板があ り 「
常 に考 え
る」と書 いてあ りま した。会社 のド アの引き 戸 の部分 には紙が貼
ってあ って、 そ の紙 には 「
開けなく ても 閉める」と書 いてあるん
です。意味がわからなか った ので山 田社長 にどう いう意味かと尋
ねたら、 「
オ レは開け てな いから閉めな い」と いう 人が いたそう
です。腹が 立 ったから 「
開けなく ても 閉めろ」と書 いたと言 いま
す。
それを我が社 の幹部が偉く感動 し て、すぐ に マネ しなき ゃならな
いと、 同じ ことを会社 に張りま した。 そ のまま の意味 に受け取 っ
ていま したが、山 田社長 の意 図する本質は違 いま した。 「
我 々中
小企業 は人が 少な い。自分 の仕事 じ ゃな いと、 これ は総務 の仕事
だ、あ い つの仕事だと言 っていたら仕事が 回らな い。だから、開
いたら誰かが 閉めなき ゃならな い。 それを分からず に戸 の話を し
ていたら、 三重 同友会 は永遠 に発展 しな い。 」と言われま した。
悔 しか った です。 それから何かあると未来 工業 に相談 に行き、 頭
を ハン マー で殴られるような衝撃を受けま した。
今から ２５年位前 に、週 の労働時 間を ４０時 間 にしようと相談 に
行 ったら、未来 工業 は週 ３７ ２時 間 でした。 日本 一仕事 しな い
会社だ った のです。どう や ったら出来る のか。 言われた のはた っ
た 一言。 「
出来る。 君 の会社 は中 小企業だ ろう ？社長が決めたら
明 日から出来るよ。 」 「
君が経営者な んだから、 そ の君が 言 った
ら明 日から できるじ ゃな いか。 君が決めな いで、出来な い理由を
言 っていたら出来な い。 君が決めなか ったら、 君 のと この会社 は
社員が 一人も いなくなるぞ。 」と言われま した。
さすが に明 日からは無 理だ った ので、 １年かけ て会社 の中 でどう
や ったら出来るかを みんな で話 し合 いま した。 そし て１年後 に ス
ター トしま した。すると 日本経済新聞 に、他 の大手酒造が や って
な い週 ４０時 間制度を中 小企業 の宮﨑本店が初 め てや ったと掲載
され て、 同業者からどう や ったら出来る のかと問 い合わ せが 沢山

来ま した。喜び 勇ん で山 田社長 の所 に行 ったら、 「
良 い業 界 で暮ら し ている
よな」と言われま した。 「
銀行な ん て５年も前から週 ４０時 間な ん てや って
いるよ」と。
実 は私は この業 界を古く て陰気くさく て発展性 のな い業 界だと思 っていま し
た。 それが 山 田社長 に言わ せれば 、新 し い事を やろうとすれば すぐ業 界初 と
騒がれる、楽 でいい業 界だと。 見方な ん です。 二択な ん です。
当社 は も １９９９年 にと って業 界初 でした。 現実 に経営者が やろうと言
ったら出来る事 は い っぱ いある。 それが そ の時だ け経営者が妙 に民主的 にな
る。 それ は民主的 になるんじ ゃなく て逃げ です。 そう いうときだ け、役員会
だ、 民主的だと嘘吹 いて逃げ たらダ メ です。 これ は山 田社長 に徹底的 にしご
かれま した。 そう い った経営者 の決意を彼 から教わ りま した。経営者 の決意
が有 って、どう いう経営者 にな りた いのか、自分 で具体的 にイメージ しな い
とぶれ てしま います。
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よりも社員 の給料を 上げ た方が良 い。 それが、間違 った経営者 に
なると、社員 の給料を 上げず に粉飾 した決算を し てま で配当を 取
ろうとする人も いる。だから、中 小企業 の経営者 は駄 目だと言わ
れる。 同友会 はそう ではな い団体 です。
だから フ ァミリービジ ネ スは誇 りをも ってやるべきなん です。期
間利益を考 えな いで。 こう いう決意を我 々は 示さな いと、中 小企
業家 同友会 の値打ちが 下が ります。

