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です。二酸化炭素を吸収し、酸素を

生み出し、あらゆる生物に生息地と

食料を提供し、土壌の質を向上し、

気候や、私たちの気分も良くし、ほ

かのもさまざまな形で環境改善に貢

献しています。もっと木を植える必

要があり、すべてのロータリークラ

ブが共に植樹プロジェクトを行えば

素晴らしいと思うのです。もう１つ

の意図は、ロータリーの皆様がアー

スディ（４月２２日）までに木を植

えることで、ロータリーではあまり

取り上げられない環境問題について

意図を高めてほしいと思ったからで

す。ロータリーの重点分野には含ま

れていませんが、現実として環境は

ロータリーの活動全般に関係してお

り , 無視するわけにはいかない問題

です。より良く、より健康で、より

平和な世界を築くには、その土台と

なる地球が健康でなければなりませ

ん。その為に RI 会長さんからも植

樹をすることを呼びかけていますの

で、柏西クラブとしても、新たなプ

ロジェクトとして取り入れて行けれ

ばと思います。これから皆さんで考

えて行きましょう。
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①希望の風セミナー ( 東日本大震災その後 ) 開催の案内

　日時：5 月 11 日 ( 金 )14：00 ～

　場所：千葉市文化センター 9F 会議室

　参加対象：会長 / 幹事 / 財団委 / 他ロータリアン

　内容：震災当時の状況や現場での指導・被災地の現況

②  RLI ファシリテーター (P Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ受講修了者 ) 養

成講座開催の案内　会場：千葉市民会館

　期日：6 月 9 日 ( 土 )13：30 ～

③フェアウェルパティー ( 地区全体の打上げ ) の案内

　日時：6 月 15 日 ( 金 )18：00 ～

　場所：ホテル　ザ・マンハッタン

④柏市ゴミゼロ運動への参加依頼

　日時：5 月 27 日 ( 日 )8：30 ～ 10：00

　( 雨天決行・荒天中止 )

　場所：柏西 RC ＝柏駅西口周辺

⑤５月のロータリーレートは１ドル＝１０８円

年間を振り替っての感想を述べられ

ました。私も、大内ガバナー補佐の

活動が素晴らしかった事と、会長幹

事会を一昨年から９回も行われて、

今年度の１０分区はまとまりがあ

り、とても楽しく会長をさせていた

だきましたので、「会長は早く行っ

た方が良いですよ」と述べさせてい

ただきました。

　また、先週の２１日には、榊会員

のお寺の裏山で筍堀が行われまし

た。家族の方の参加もあり楽しく筍

堀が行われました。そして、終わっ

た後は、料理屋の川秀さんで前日に

筍を掘って届けてあった筍料理とお

酒を満喫させていただきました。参

加された会員の方々、そして、前日

から準備していただいた嶋田親睦委

員長さんありがとうございました。

　先日、４月２２日イアン・ライズ

リー RI 会長さんから「親愛なるロー

タリーの皆様へ」とメールが届きま

した。今年度の初めに、私は全ロー

タリー会員に、みんなで植樹をする

ことを呼びかけました。その意図は、

２つあります。１つは明らかで、私

たちは木から恩恵を受けているから

　皆様こんにちは、先週の４月１７

日に行われた１０分区の親睦ゴルフ

大会並びに合同例会に参加された

方々ご苦労様でした。天気が少し心

配されましたが、雨に降られる前に

プレーが終了できて良かったです。

ゴルフの成績ですが、私が準優勝を

いただき、また、他の方も何人かの

方が飛び賞をいただきました。合同

例会では、各クラブの会長さんが１

柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ柏西ロータリークラブ

第２０３９回通常例会 (2018.4.27)
■柏西ロータリークラブURL.http://kashiwa-nishi-rc.com/

会長：金子　正　幹事：中嶋　利生

■第 2790 地区ロータリークラブURL.http://www.rid2790.jp/2017/
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卓話「オリンピック後に耐える企業体質の作り方」　　　帝国データバンク　坂口和隆　様

　皆さんこんにちは。ご紹介に預かりました、帝国デー

タバンク柏支店の坂口と申します。今日は歌を歌いに来

たわけではないんですけれども、どうしても言われる前

に言っておかないと、どうせ後で突っ込まれると思うん

ですが、松山千春に似てるとか言われます。先にそのネ

タを使った方がいいのかと思いました。

　今日はこの題でお話しさせて頂くんですが、日頃、私

どもの調査・取材等でご協力頂いてる先様に関してはい

つもご協力頂きましてありがとうございます。この場を

借りまして御礼申し上げます。今日はせっかく私ども、

年間 400 社ぐらい、企業の財務内容であるとかを調査す

る役割でございまして、その中でせっかく聞いてきたお

話を自分の中で納得するだけではなく、こういう場でよ

かった所をフィードバックして、感じた所をお話をして

いきたいと思います。私は講演家でも経営者でもありま

せんので、しかも人生の大先輩もいらっしゃる所で、照

明が落ちて私の心も落ち着いてきましたが、最初は萎縮

しておりました。うまく話すと言うよりは、日頃感じて

いる事をお伝えしたいと思います。この議題に関しても

「耐える企業体質の作り方」とありますが、ウルトラ C

的な事はないんですね。なので、経営をこう考えるとい

いですねと言う事をお話ししたいと思います。時間も限

られておりますので調子に乗ると早口になると思います

が、ご容赦頂きたいと思います。

　今日は B2B、いわゆる企業間取引をしている経営者

の方もいらっしゃるかもしれませんが、いわゆる B2C

と言われる、お店をやられているとか、企業間取引がな

い会社様でも共通するようなお話をしていきたいと思い

ます。今日は塚本さんのオファーもありまして非常に緊

張していますが、「頼まれごとは試されごと」だと言う

こともございます。頑張ってまりたいと思います。

　まず帝国データバンクの仕事と言う事についてです。

まず帝国データバンクと言う会社をご存知の方はいらっ

しゃいますか ? ありがとうございます。では手はそのま

まで、帝国データバンクと言う会社に良いイメージのあ

る方そのまま。なかなか逆を言うと上げにくいと思いま

す。おそらくそうなのかなと思います。そういうのも私

どもの仕事内容というのはどういうものなのか、という

事をお話ししていくわけなんですけど、まず 1 つ目が会

社の評点を付ける。失礼な話ですよね。皆さん一生懸命

経営をされているところに、いきなりのこのこ現れて、

人の会社の評点をつけると言う、それは良いイメージが

あるわけないと思われるかもしれません。これについて

は次に詳しくお話しします。その他の仕事としては、倒

産や廃業した会社を集計して発表する。これもあまり良

いイメージでは無いですよね。どこそこの会社が倒産し

ました、負債額はいくらです、みたいな。そういう発表

を日経やテレビでする仕事がございます。ますますダー

クなイメージが出てしまいます。が、その 3 つ目ですね。

私ども、先ほど調査であるとか、取材でお伺いして経営

者とお話しをする。お互いの課題であるとか、どういう

会社にしたらいいかと言うようなことを共有化するチャ

ンスがございます。それをそのまま話して終わるのでは

なく、それであればこういうやり方がありますよ、と言

うことで、課題解決の力になると言う仕事もございます。

この仕事をほとんどの経営者の方にお話しするチャンス

がなかなかなくて、上の 2 つの所のイメージだけが先行

してしまいますと、どうしても人の会社の評価を勝手に

して、廃業・倒産した会社をネタに、いろいろな情報出

していると、言うことになってしまいますので、そこは

今回、実は 3 つ目のところもあるということを、知って

頂けるだけで、我々としては宣伝効果がございますので、

ご理解頂ければと思います。

　では次参ります。最初の評点と言うことがございます。

私ども評価点をつけるんですが、全体で、私ども民間の

企業調査会社と言うことで言うと、私どもは大手の一社

でして、147 万社の全国データベースを保有しておりま

す。その中で評価点と言うのは、会社の格と言われるも

ので、古くて売り上げの大きな会社と言うのが、評価と

しては有利には働くと言うことがございます。要素とし

ては業歴。長くやっていると良いとか、資本構成、と言

うのは自己資本比率と言われるものですね。あと規模で

あるとか、経営者・人物像とか。後は成長性があるのか

とか、いろいろなこういう項目を、私どもの方でいろい

ろヒアリングさせて頂いて、点数化していくと。銀行等

でもですね、スコアリングと言う言葉を聞いたことがあ

るかもしれません。銀行のスコアリングと言うのは財務

内容の方の定量評価と言われるものでほとんど判断され



るんですが、私どもの方では量、数字に表れるところは

約 6 割位、残りの 4 割は数字に現れない、いわゆる経営

者のスタンスであるとか、事業性であるとかをいろいろ

汲んで評価していくと言うことになります。さて、私ど

も帝国データバンクによる評価と言うのは、百点満点で

評価させて頂きます。本当に恐縮なんてございますが。

まず全企業が目指してる評価点というのは 51 点以上で

す。この 51 点以上と言うのは、私どもの中では A から

E のランクがあるんですが、その中の C ランク以上と言

うことになります。この 51 点と言うのは、例えば大手

であるとか、取引をする際の 1 つの基準になったり、口

座を開けるであるとか、例えば今まで 40 点台だった会

社が、どこかの商社を介して取引をしていたところが、

51 点ぐらいになると「直接やりましょう」と言う話が

出てきたりとか、そういうことがございます。51 点以

上の企業数と言うのは、実際どのぐらいなのかと言う

と、全国の中の約 6 分の 1 位、16%位の会社です。いか

に 51 点以上というのが少ないかと言うことになります。

そのことを加味した上で、皆さんにお聞きしたいと思い

ます。企業あれこれランキングでございます。今 51 点

以上が評価点と申し上げました。平均点と言うのは何

点ぐらいだと思いますか ? 平均点は 44 点です。この辺

が 1 番大きな山になります。その 44 点を境に、51 点ま

で行くと 16%位まで減ってくると言うことです。そし

て、147 万社の中で、1 番評価点が高い会社はどこの会

社でしょう ? トヨタ自動車とデンソーが同点で 90 点で

す。これは実は去年までは違いました。去年まではファ

ナックと言う、山梨の機械設備を製造している会社でし

た。そこは 4,300 億の売り上げで無借金と言う、ちょっ

と信じられないような財務内容の会社です。今はこのト

ヨタ自動車とかデンソーと言う、AI ですとか、自動運

転化であるとか、非常に引き合いのあるところです。次

に日本全国の話をしてもなかなかピンとこないと言うと

ころで、千葉県内で 1 番評価の高い会社は ? 答えはマブ

チモーターです。何も面白くなかったですね。ちなみに

点数は 79 点です。次はディズニーリゾートをやってい

るオリエンタルランドで 78 点です。これは単にクイズ

なので、覚えることでもなんでもないです。日々刻々と

更新されます。そして次に柏市内で 1 番評点の高い会社

は ? うちのところですと言う方はいらっしゃいますか ?

これはシンクラボラトリーと言う会社です。このシンク

ラボラトリーと言う会社を聞いた事ある方いらっしゃい

ますか ? 結構いらっしゃいますね。ちなみに 2 位は三共

フロンテアです。この三共フロンテアさんは東日本大震

災を含めて、復興の需要などもかなりプラスに働いて上

がってきた会社です。このシンクラボラトリーと言う会

社は、どちらかと言うと企業間取引をやっている会社で

すので、あまり表に出て来こないですよね。例えばマツ

モトキヨシであるとか、そういうところは CM とか流

れていますし、個人にも認知をされているんですが、こ

の会社は何をやっているかと言うと、パッケージングの

印刷をやるための機械の製造やっているところです。こ

れはコアコンピタンスと言うところで言えば、強みはこ

の機械を作っているところは日本国内ではここだけらし

いんです。これは何よりも強みですね。そういう会社で

す。もしご興味があればホームページ等でご覧になられ

るのもいいし、もしくは私どものほうにご用命頂いて、

調査して頂いてもいいと思います。ちょっと宣伝でござ

います。

　次、1 番経営者の出身が多いのは、さすがに東京です。

これは大体わかると思うんですけれども、2 番目はどこ

でしょう ? 実は北海道です。別にさっき松山千春に振っ

たところでこれにしたわけではないです。実は北海道で

6 万人ぐらい。次いで大阪、愛知、福岡、兵庫、神奈川。

そして千葉は 12 位で 28,000 人というところです。北海

道は結構多い。これはなんでかと言うとわからないです。

ただ柏にいらっしゃる社長でも、私どもが出身地どこで

すかと聞くと新潟とか北海道、ちょっと寒いエリアから

出てきた方なんかも結構多いなとイメージがあります。

次に参ります。血液型です。何型が多いと思われます

が ? 実は B 型なんです。B 型に次いで O 型、A 型、AB

型になります。これ人口比で言うと、A 型が約 38%、O

型が 31%、B 型で 23%、AB 型が残りの 1 桁になります。

B 型の割合が非常に多いです。B 型の方もいらっしゃる

ので余計な事は言えないんですが、わが道を信じていく

と言う、あまり余計な情報も排除できると言う、わが道

を行くと言うタイプですね。ちなみに上場会社の経営者

となると、実は O 型が多いと言われています。いわゆ

るサラリーマンの経営者と言う形になると、やはりそれ

までサラリーマン的な政治であるとか、それから上司に

対して取り入っていくとかですね、その辺は O 型が結

構うまかったりするんでしょうか。やはり上場企業は O

型が圧倒的に多いと言われます。ちなみに B 型と言う

と著名人ではイチローとか安倍総理、あとスケートの結

弦くん、浅田真央ちゃん、西郷隆盛とか、織田信長、み

んな B 型だそうです。

　次参りましょう。帝国データバンクって何か遊びに近

いようなことを集計もやってるんだなぁと言うことを思

われるかもしれませんが、ここからが本題です。少し話

が硬くなります。東京五輪の後日本の景気はどうなるん

でしょうか ? 答えは、わかりません。ただ、いろいろこ

のような表がありますが、棒グラフで見ただけ頂くと例

えば韓国、バルセロナ、アトランタと出ています。左が

開催前年、真ん中が当年、右が翌年と言うことになりま



すが、GDP 比較で言うと、アトランタオリンピック以

外は全て翌年に落ち込んでいます。それが左の図でも翌

年の 1 年間は落ち込むと、その後また復活すると言う統

計もあります。ただここが大事で、皆様がニュースや新

聞で読まれる時に、こういった資料は伝える側の意思が

非常に色濃くてます。つまり条件となるものを、どこに

設定するかで、結果はまるきり違ってきます。ですので、

例えばボーナスが支給されます、ボーナスの支給平均は

例えば公務員で一人当たり 80 万円です、と言うような

ものが出たときに、そんな 80 万円ももらっているのか、

とびっくりと思うかもしれません。実はその大前提に

なっているものが、役職のついている係長以上であると

か言うのがあります。なのでそういう条件を変えること

で、全然見方が変わってきます。なので正直、私は評論

家ではないので正直わかりません。ただ、巷の記事では、

五輪後に景気が悪化すると言っている人が多い。有力で

あります。なので、万が一景気が悪化しても良いように

準備しておきましょう、と言うことで、何が必要かと言

うことがその次の話になってきます。

　どういう会社がオリンピック後にも生き残るのか ? と

いうことで、みんなほとんど生き残ると思いたいですけ

ど次に行きます。まず 1 つ目、ごく当たり前なんですが、

先ほどウルトラ C は無いですよと申し上げたので、あ

くまで捉え方と言うことで考えて頂きたいと思います。

常に、逆算した経営手法をとっている会社、もしくは経

営者。2 つ目、常に業界内外、外もそうです。の様々な

情報収集に貪欲な経営者。3 つ目、外部からの客観的な

お墨付きが得られている会社、と言うことです。じゃあ

これ具体的にどういうことかと言うことを、申し上げた

いと思います。

　まず逆算と言うところで言うと、どうしても目先の仕

事に捕われすぎて、先が見えないのは危険です。中長期

的なビジョンを持ち、今何をすべきか逆算してやってい

く。例えば経営計画書をきちっと策定して、それを時間

軸で今やるべきこと、来年からやるべきこと、それをき

ちっとしたビジョンで逆算して考えていくと言うことが

まず 1 つです。2 つ目、うまく経営ができている同業者

の手法を参考にする。また、同じ商流の他業種で、うま

く経営ができている会社の手法こそ成長のヒントになり

ます。これがすごく大事だと僕は思っています。同業者

でうまくいっているところって、結局その同業者は同業

ですから、そこを抜くと言うのは大変だと思います。で

も、同じ商流のビジネスモデルの他業種と言うことにな

ると、もしかしたらオンリーワンになれるかもしれない

ということですね。ユニクロの柳井さんのところに、メ

ガネ zins の田中社長が立って、そこで化学反応起こし

て眼鏡業界にセンセーショナル、いわゆるエアフレーム

と言うもの持ち込んだと。要はあくまでも他業種、同じ

業界ではないんだけども、うまくいっているところを研

究して、その手法を真似ていく。で、ブームに惑わされず、

トレンドには乗る。ブームとトレンドと言うのは違いま

す。なのでブームになるとバブルの崩壊であるとかかつ

てありましたが、そのようになってしまう。トレンドを

つかんでいくことだと思います。3 つ目お願いします。

自社の良さを自ら伝える事はもちろん大事なんですが、

外部のお墨付き、これは効きます。ここで再三私ども嫌

がられると言われてますけれども、評価点であるとか、

対外信用アップ。後は認証取得、ISO 9001 であるとか、

P マークであるとか、誰もがわかるものです。ISO は昔

のイメージで言うと面倒臭くて、紙が増えると言うイ

メージがあります。今はそんなことありません。それと

同じように例えば、この人はすごい、頭がいいんだと言

うよりも、この人は東大を出ていると言ったほうが、話

が早かったりするのと似ているかもしれません。つまり

お墨付きと言うのは非常に強いです。なので、この対外

信用アップで 1 つ上の立場で取引ができる。先ほど言い

ました評価が上がることで、今まで三次問屋から物を仕

入れてたものが、よりメーカーから直で知られる。これ

は究極のコスト削減になると思います。

　次に行きます。この中で、今申し上げた 3 つのことを

実例でやっている会社が柏にあります。代表には一応許

可を頂いてあります。クワトロと言う会社です。ブラ

ンド品の、わかりやすく言えば大黒屋さんとか、宝飾事

業部。飲食と言って SHANTY とか、GLOBAR です。あ

と馬肉のジョッキーとかやっています。後は Hair Salon 

COVO。他にもあります。1 年で売り上げ・営業利益も

200%台の増加となっています。これだけ売り上げも利

益も綺麗に伸びている。

　ここに関しては決算総会で社員全員に会社のビジョン

と、それに向け逆算した年度戦略・戦術を伝えています。

普通は幹部に伝えるのみですが、ここはより広く、うち

はこういう会社なんだと、こういうことをやりたいんだ、

ということを会社のビジョンを広く伝えていくという文

化があります。それに向けて戦略、戦術を練っていく。

つまり、経営をされていらっしゃる方で、社長はカリス

マの社長が多いと思います。でも、本当に体に必要なの

は、社員の方が経営者化することが 1 番大事だと言われ

ています。そういう意味で、1 番目のことをしっかり社

員全体に伝えて、しかもそれを逆算して、だから今これ

が必要なんだと、社員にきちっと伝えている、そういう

会社です。2 つ目。他社の決算情報を収集して、自分の

ところの労働分配率がどのくらいなのかとか、「ではう

ちはスタッフに結構お金出しているな」。今社員の定着

が云々と言う話もあります、大体理由は仕事がきついか、



給料が安いかです。という事は、給料が安いということ

を、自信を持って違うと言えると根拠をこういったこと

で作っているということです。そして出会いの場に社長

だけでなく幹部を一緒に連れて行ってあげる。これが非

常にそういうところで、幹部の経営のセンスを養ってい

くということをやられている会社です。3 つ目ですね。

これはこれから P マークであるとか、それから私ども

の評点のアップに対して「どうやれば上がりますか」「こ

れで上がるか」と会うたびに聞いてくる言うことです。

クワトロさんは実は平成 26 年 2 月に設立された会社で

す。で今の評価点が 56 点。

　結局ですね、このクワトロさんと言う会社は、今日ク

ワトロさんの話をさせて頂きますよと言った時に、ぜ

ひお願いしますと。そういうところも前向きに捉えてい

る会社だと思いました。今日は 30 分以内と言うことで、

ほんのさわりですが経営の考え方というか、これからそ

ういうところをやっていくと、オリンピックとか、景気

が悪化しても、逆算した形で今何をやるべきか。そして

横のつながりですね、これをしっかり。そしてお墨付き、

別に私ども評価点だけではありません。そういう先ほど

も申しあげた ISO もそうです。いろんな許認可である

とか、そういったものコンプライアンス重視の今の時代

ですので、しっかりと、ということが大事なのかなと言

うように思っております。

　今日は短い時間でございましたが、以上となります。

どうもありがとうございました。

Ngagyur Memorial School からのお礼状　　　　　　　国際奉仕委員会　松本ユミ　委員長

件名：援助に感謝します

　私たち Ngagyur Memorial School は日本の柏西ロー

タリー・クラブの皆さんに感謝の意を表します。先

日、皆様からバドミントン、ボールなどの文房具の

援助を頂きました。そして、私たちはそれらのスポー

ツ用品で遊んでいます。そして今回、服や靴などを

受け取り再び喜ばしく思います。皆様の援助を頂き

たいものがもう少しあります。

1） すべての生徒に制服を定めて、同じ制服を着用

させる必要があります。生徒は洗濯のために同

じものを必要とします。洗濯のためもう一組の

制服を持っていると助けになるでしょう。生徒

は別の制服を洗濯中に別の制服を着ることがで

きます。

2） 約 529 人の学生と 40 人のスタッフがいるので、

水の確保。1 日に約 16000 リットルの水を使用

しています。ご存知のように私達は水のタンク

を買う必要があり、良い施設を持っていません。

私たちの学校で水不足を減らすための体制が整

えば助けになります。

3） 学生のためのコンピュータ。私たちは学生のた

めにコンピュータクラスを開く予定であるので、

15-20 台のコンピュータが必要です。

　我々は、柏西ロータリークラブの支援を得ること

を望んでいます。柏西ロータリークラブと私たちは

未来に期待しています。

　どうもありがとうございました。

敬具

Jigme lama

Principle

寄付金達成率（４月末現在）      　　５月ＲＲ =108 円

 目標額 達成額 達成率 個人目標

R 財団・基金 1,116,000 1,431,246 128.2% $150

R 財団・ポリオ 223,200 376,204 168.8% $30

  （内募金箱 　126,694）

米山記念奨学会 400,000 700,000 175.0% 10,000



次回の例会は 5 月 11 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／東海林　康之・齋藤　敏文　吉野　一實

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

※直前の欠席は SAA 住田みゆき (090-1779-1007) まで
※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで

ゲスト
坂口　和隆（帝国データバンク）	 様

江澤　徹郎（帝国データバンク）	 様

江波戸　清貴（ディフェンスシステム）様

矢橋　潤一郎（札幌東ＲＣ）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	(^^ ♪

　中村佳弘会員　ちょっと良い事がありましたパート４

　嶋田会員　ちょっと良い事がありました、筍掘り楽しかったです

Ngagyur Memorial School へ古着の贈呈

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１１名

江口、影山、後藤、小林太時、小林正直、

東海林、杉山、廣川、升谷、松本隆一郎、

山崎　　　　　　　　　　　　　　　会員

出席率　83.58％

会員数

欠席者

オブザーバー　江波戸　清貴　様 ゲスト　札幌東ＲＣ　矢橋　潤一郎　様

①社会奉仕委員会　中村靖　委員長

・ 5 月 18 日ヴィヴァンホーム訪問について、タオルの寄

付をお願いします、もしくは 500 円

・5 月 27 日ごみゼロ運動の参加をお願いします

②国際奉仕委員会　松本ユミ　委員長

・ Ngagyur Memorial School からお礼状（前ページ）と写

真が届きました

委 員 会 報 告


