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は東京支店がある。昔 は本社 で採 用した人を東京支店 に送 ってい
ま した。なぜ なら東京 で採 用出来なか ったから です。知名度 はな
いし、 それ こそ本 屋だと言 って笑 ってくれも しま せん。本社 で採
用した人を ３か月間試 用期間中、本社 で研修 し て、東京支店 に転
勤さ せ ていま した。
昔は 「
東京 に行ける」と若 い人はすご く喜 ん でくれた。今 は全然
喜ば な い。今 の若 い人は上京志向 と上昇志向が全然な いん です。
地 元 で安穏と 死ぬま で暮ら した いと思 っている人が ほとんど です
。 困 ったなと思 っていた時 にふと考 え て東京 同友会 の共 同求 人 に
入れ ても ら いま した。
東京 同友会 でブ ー スを作ると、学生 は皆知らな い。 でも先生たち
は知 っているから先生たちは学生 に 「
お前キ ンミヤ行 って来 い。
就職 し て毎 月キ ンミヤ俺 に送 ってこい」と いうん です。 そう し て
東京 同友会 で東京採 用を しま した。 それは東京 同友会が 共 同求 人
と 同じ、 同友会とプ ラ ット フォー ムがあるからな ん です。 この話
を香 川同友会 でも しま した。 そ のＧ討論 で、 そ の中 にうど ん屋さ
んが いた。 そ のうど ん屋さんはうちと 同じ ことを し ていた。 チ ェ
ー ン店 で、香 川県 で採 用し てお いて、 ３０歳くら いの店 長を他県
に送 っていた。だ いた い半年 で辞めるそう です。 じ ゃあ、各 県 の
同友会 に言 って、プ ラ ット フォー ム でや ったらどう ですかと提案
しま した。
これから 一番 の大切な ことを話 します。 「
金 」 です。今、ク ラウ
ド フ ァンデ ィング ってあ ります よね。 「
新 し い酒屋が 設備投資す
るから １０００万円募集 します。 出資 しま せんか ？」とネ ット上
で資金を集める方法 です。 よく見も知りも しな い会社 に出資する
なと思 いま せんか。 同友会 の会員 同士は知 ってるじ ゃな いですか
。会
そ社 や社長 の人となりや将来性を。 この フ ァンデ ィング は絶 対
の
す べきだと思う。 これを や ったら 同友会 は、ある種 の新 し いフォ
ー マット、新 し いプ ラ ット フォー ムと し て認識 できると思うが、
なかなかそれ は難 し い。 こう いうプ ラ ット フォー ムと いう考 え方
をすると、 同友会 には い っぱ いあるん です。 こう いう考 え方を持
って同友会を 利用、 同友会を使 ってい ってほし いと思 います。

事業承継とは組織と資金
２０１７年問題は確実 に起 こりま
す。我 々団塊 の世代、 昭和 ２０年
生まれが ７０歳 です。 １０年前 の
２００７年問題を覚 え ていますか
。 団塊 の世代が 一斉 に退職 した年
です。定年 退職する膨大なお客様
をどう獲得 しようかと した時 です
。 と ころが経営者 にと っては ２０
１７年が 問題 です。事業承継を考
えな ければ ならな いから です。私
の高校 や大学 の同期 で社長を や っ

ている人も 承継 した人が多 い。あるデ ータバ ンク
の人 に い つ事業承継をする のかと聞かれま した。
色 々な会社 の社長が息 子に引き継 いだと いう話を
聞 いて、 「いいなあ事業承継 でき て」と言 ったら
、 「
皆、事業承継 はし てな い。社長が息 子に変わ
っただ け です。 」 「
事業承継と社長交代は別 です
。ただ単 に社長が変わ っただ け です。 」と言われ
ま した。
会長 の上
なぜ そんな事を言う のかと尋ねると、 「
に代表 取締役が 付 いているじ ゃな いですか。 代表
取締役会長 でし ょう。 代表 取締役を はず れたら、
会社 は持たな いと いう こと です よね。 つまり、社
長が変わ っただ け です。 それ は事業承継とは言 い
ま せん。 」なかなか厳 し いです よね。 代取が保証
し ているから銀行は貸すわ け です。息 子に移 った
ら貸 し てくれま せん。どう いう ことが起 こるかと いうと、お父さんが 亡くな っ
た時 にもう 一度会社 に聞き に来るそう です。 そ の人が保証 し ている株券 やら資
産が相続 で半分持 ってかれ て、大丈夫 ですかと。貸 し ている のを返 し ても らわ
な ければ いけま せんから。
事業承継 には ２ つあ ります。 承継 ・継承するも のは組織と資金 です。組織も資
金も継承 しな ければ ならな い。 そ の２ つとも揃わな いと事業承継 できな いので
す。組織とは何かと言 ったら、私が息 子に社長を譲 って、誰が 力 にな ってくれ
る のか、 それを考 えた時 に、私が社長 にな った時 は ３６歳 で、当時、今 の役員
は みんな ２０代 でした。今息 子が ４０だから、 ３０代 の役員候補を育 てておか
な ければ ならなか った のです。 これが組織 の承継 です。絶 対言える ことが １ つ
だ けある。皆さん の会社 の組織 図に年齢載 っていますか。組織 図に年齢を 入れ
ると愕然と します よ。たとえば ５０代 の経営者 の方が いて、 １０年後、 ２０年
後 に次 の代 に渡 そうと した時 に、 そ の役員がもう ５０歳 であるとか。 明 日どう
するか、 １０年後どうするか、戦略 で最も大事な のは人事 です。戦略的 人事を
やらな いと、組織 の承継 は出来ま せん。
人が辞めた ので慌 てて雇用する。 それ は全く戦略的 人事 ではな いし、 そんな社
員と経営 理念を共有な ん て出来るわ けがな い。 これを 「
パ ッチワーク人事 」と
言 っています。 そ の場 し のぎ と いう意味 です。 これを や っていると承継 はなか
なか出来な い。だから共 同求 人 で、今 は要らなく ても ５年後 １０年後絶 対 この
世代は抜 けるなと思 ったら、辛抱 し て採 用する。 これが期間利益 しか考 えな い
大手と中 小企業 の違う所 です。だから雇用は中 小企業 にと ってすご く大事 です
。
そし て資金 の承継 です。 これだ けはしんど い。だからク ラウド フ ァンデ ィング
を 同友会 でやりま せんか、と いう ことな のです。自 己資本 ・自 己資金 は、自 己
資本率など の係数的な こともきちんとわからな いと駄 目 です。自 己資本率が ５
０と いう ことは、借金 チ ャラです。総資産が １０億なら、純資産 で５億積むと
いう こと です。き っちり でき ている所は何 にも 問題な い。 出来 ていな い所が 中
小企業 では多 い。
借 り入れ ではなく て、資本 に出来るク ラウド フ ァンデ ィング しま せんか、と い
う こと です。 これ は同友会と し て、プ ラ ット フォー ムと し て事業化 したら いい

