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【新着コラム】(P6)資格もキャリアもタレント性も必要ない！草食系会計担当者のＭＡＳ監査ものがたり
　　　　　　（株式会社ＳＭＣ総研　菱刈満里子氏）

【新着イベント】(P20)豪華ゲストと企画が盛りだくさん！第74回 ＭＡＰサロン

確定申告の合間にホッと一息、MAPマガジン
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◇ 浅野　泰生　（あさの　やすお）

当社は昨年４月からクレドを導入し、経営理念の浸透施策を実践してい
ます。月曜日には行動基準であるＭＡＰバリューの唱和、水曜日・金曜日
にはＭＡＰバリューに対する自身または他者へのフィードバックを行って
います。理念に共感し、理念を理解し、その理念を社内外で語ってくれ
る社員が増えてきました。徐々に浸透してきた雰囲気に喜びを感じつつ
も、語るだけでは足りないと感じています。たとえば、当社のＭＡＰバ
リューには「お客様満足」という項目があるにもかかわらず、電話で５コー
ル以上お客様をお待たせしてしまうことがあります。別の項目には「好感

1972年生まれ。愛知県一宮市出身。「経営計画」一筋27年の株式会社ＭＡＰ経

営 代表取締役社長。経営計画の立案を通じ社長の課題設定力を醸成し、行動計

画の徹底と人材活用の両面からビジョン構築とその達成を支援するビジョンナビ

ゲーター。税理士、企業経営者向けに年間70回の講演。専門性の高い内容を、事

例を交え分かりやすく説明する講義が好評を博す。著書に『最強「出世」マニュア

ル』（マイナビ新書）がある。

お客様が求めているのは小さな行動

度人間」がありますが、上司に呼ばれてもパソコンを見ながら返事をす
る社員を見かけることがあります。このような光景だけを見てしまうと「こ
れで本当に理解しているのか？」と疑問に思うことがあります。極端な言
い方をすれば、理念や行動基準を十二分に理解していて何も行動でき
ない人と、一方でそのようなことを本質的に理解していなくても電話を１
コールで取り上司からの呼びかけに笑顔で応える人を比べた場合、私
が理念を理解していると判断するのは後者です。お客様は取引する会
社の社員に、お客様にとっては直接関係がない他社の理念を誰が理
解していようがいまいが関係ありません。それでは、お客様は何を求めて
いるのでしょうか？取引先の社員がその会社の理念を理解していなくて
も、電話を１コールで取ることを望んでいます。取引先の社員がその会
社の理念を語れなくても、メールでの問い合わせに24時間以内にレス
ポンスしてほしいのです。お客様は小さな行動、目に見える行動を求め
ています。本当の理念浸透は、小さな行動で表現されるのです。

株式会社ＭＡＰ経営　代表取締役社長
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◇ 野原　健太郎　（のはら　けんたろう）

「一人でできることには限りがある。だから、みんなでチカラを合わせれば、一
人でできないことだって、やり遂げることができる！！」。これって、誰でも、そりゃそ
うでしょ！と思うことなのに、実際のところ、どれだけできている会社があるのだ
ろうか？だいたい、こういう言葉を発する人ほど、情報を開示したがらず、既得
権益を守るディフェンスマンとして存在していたりする。さらに、みんなでチカラ
を合わせようにも合わせようがない環境が存在していたりする。そこには、「知
らない」という事象が横行しているのだ。特定の人間にしか知られていないこ
と。知らないということが当たり前であること。いつ次回の会議が行われるの
か？いつ誰がどのような意思決定をしたのか？今日、どんな事件が会社で発
生したのか？ぜーーーんぶ、「私は知らなかった」の言葉で片づけられてしまう。
「知っている環境」を構築することがとても大切なのだろう。知っている人は、
偉い人。知らない人は、ただの人。そんな時代は終わった。情報共有されてい
ない組織は、間違いなく弱い。これが様 な々企業の現場を見てきて気付いた
ことのひとつである。もっとも、IT化が浸透していない中小企業において、社
内情報共有ツールがほぼ存在しない。しかし、情報共有の大切さは皆が口

県立浦和高校・東京大学卒業。2000年、大手外資系コンサルティング会社である
アクセンチュア株式会社入社。2006年、野原税理士事務所（埼玉県さいたま市）
にて、経営財務コンサルティング・Web戦略コンサルティングを開始。スピリタスコン
サルティングの前身となる関連会社の代表を経て、2012年10月より株式会社スピ
リタスコンサルティング代表取締役。

「雲の上の異端児」 - No.13

にする。なんとかしなければいけないという現場の気運が高まってきたら、私は
機を見て、クラウド型のグループウェアサービスである「サイボウズLive：
（https://cybozulive.com/）」　の導入を推奨している。導入費用は無料
で、ネット接続環境なら、どんな端末からもアクセスすることができる。導入する
ための根本的な障害はない。当然、私たち社外の人間もそこにアクセスでき
るように設定する。これで、もう、「私は知らなかったから」という言い訳を撲滅し
てやるのだ。知っていても、やらない。知らないふりをする。そんなことが、”実行
しない組織”の元凶であることをうんざりするほど見てきた。残るは、「（そのツー
ルを）使えない」という言い訳のみ。でも、操作は簡単だし、スマホを持ってい
れば勝手に通知がくるので、目を背けようがない状況になる。皆で情報を共
有することで、次に進める。能力や経験の不足という課題対応よりも、「分か
らない」や「知らなかった」という発言を消すことが、目標達成や業績向上を阻
む障害を極力減らすことができるのではないかと思う。ここまで書いてきて何
だが、一方で、知らないからこそ、人は幸せになることもあるのかもしれないとも
思う。生きていく上では、知らないことのほうが多いはずだ。仕事でも人間関
係においてでも。例えば、明日、自分の会社の資金がショートすることが分か
らなかったら、今晩はいつものように安眠できるかもしれない。MAPシステムを
使って、事業計画をバッチリ作成してしまうことで、想像以上に現状のビジネ
スモデルに行き詰まりを感じてしまうこともある。多額の借入を起こして、新規
事業や新規出店をしようという意欲も、その返済計画を見てリアルに実感し
てしまうと、足がすくんでしまうこともある。これらは、全部、現場でぶち当たって
きた事例であって、その時の社長の表情を忘れられない。我 は々、経営財務
の領域から「将来の見える化」をお手伝いする仕事をコンサルティングだと掲
げて、思いっきり推進すればするほど、このジレンマにぶちあたる。果たして、こ
れは、良いことなのだろうか？と。そんな苦難を乗り越えてこそ、真の経営者だ
と言われればそれまで。ただ、良い悪いを語る前に、人（経営者）の心の動き
まで繊細に配慮しながら、仕事をしていきたいと思う今日この頃です。

ガテン系東大コンサルタント

【ちょっと宣伝コーナー】
スピリタスコンサルティングの舞台裏 ‒ “スピ流（すぴる）” にて情報発信中！

http://www.spirit-us.jp

先進会計事務所コラム編ー全て経営者目線！会計事務所と顧問先の未来を切り拓く取り組みー

◇柴田　照恵　（しばた　てるえ）

今回は前回の「ビジネスモデル・キャンバス」に引き続き、「バリュー・プロ
ポジション・デザイン」をご紹介します。「ビジネスモデル・キャンバス」は、事
業の価値創造を助けるフレームワークでしたが、「バリュー・プロポジショ
ン・デザイン」は、顧客視点に立った新製品（新サービス）を考えるための
フレームワークです。「バリュー・プロポジション・デザイン」は、「ビジネスモ
デル・キャンバス」中「与える価値」の要素をより詳しく描く「バリューマッ
プ」（図左側）と「顧客」の要素をより詳しく描く「顧客プロフィール」（図右
側）に分類されます。さらに、「バリューマップ」は、価値提案を基に作られ
る「製品・サービス」と製品と「ペインリリーバー（「製品・サービス」がどの
ように「顧客の悩みを取り除くか」）」と「ゲインクリエーター（「製品・サービ
ス」がどのように（「顧客の恩恵」になるか）」の３つに分類されます。そして
「顧客プロフィール」は、「顧客の仕事（顧客が人生や職業を通して成し
遂げたいこと）」、「ペイン（顧客の仕事に関係する悪い結果、リスク、障

害）」、「ゲイン（顧客が達成したいこと、または顧客が求める具体的な恩
恵）」の３つに分類されます。これらの項目を全て書き出し、右側と左側が
一致する部分が、自社の製品・サービスが顧客にとっての「大切な仕
事」、「ペイン」、「ゲイン」に対応し、顧客のペインを解消しゲインを生み出
すものであるということになります。会計事務所としては、「バリュー・プロ
ポジション・デザイン」を利用することで、新たなサービスを見つけるだけで
なく、今の業務が既存の顧問先に対し、本当に役立つ業務を提供でき
ているのかを検証することもできるのではないかと思います。

1990年大学卒業後、リクルートコスモス（現コスモスイニシア）にて社内情報システ
ム担当として従事。 1999年から2009年までトーマツグループにて中小中堅企業
向けの中期経営計画の立案、原価計算制度の構築、業務改善等のコンサルティ

ングに携わる。 2013年1月より株式会社プラグマにて未来会計事業を推進中。 中小企業へ「わかりやすい
管理会計（未来会計）の導入」のために、日々研鑽している。

経営のビジュアル化・「バリュー・プロポジション・デザイン」

小さなパワフルコンサルタント

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

◇ 松川　幸弘　（まつかわ　ゆきひろ）

マイナンバーは新しい効率的な国づくりには欠かせない制度だ。それは
分かっている。でも、ちょっとひどくないか？日本のマイナンバーのお手本は
エストニアだ。エストニアは、政府がセキュリティーの全責任を負うと国民
に約束をした、実に男前な国だ。一方、日本は、政府と供に事業者もその
セキュリティーの一端を担わせた。しかしその事業者には零細企業も含ま
れている。彼らのセキュリティー、その大半はもともと「ザル」だ。そんなこと
で大丈夫なのか！の声に日本政府は実に巧みに答えた。「大丈夫だ、事
業者には「処罰」とセットでセキュリティーを導入させるから」と。これが日

顧問先の問題解決に注力する中で、独自のアイディア発想法「逆Ｕ理論」を構築。
国内＆海外で6件のビジネスモデル特許を取得。税理士事務所代表として、ビジネ

スモデルの発明家として、顧問先の売上アップを支援するコンサルタント。経済産業省の補助金申請者を地
元銀行、信用金庫と連携して支援。獲得・支援補助金累計2億円超（チーム）。2013年、顧問先の売上アッ
プを支援する税理士事務所の全国組織「一般社団法人csvoice協会」を設立、代表理事に就任。「顧客の
顧客創造-Your problem,also my problem.」をミッションとし、中小企業の経営支援を行なっている。

マイナンバーは「事業者を処罰するという枠組みで
担保される」という、実に美しいセキュリティー構造を持っている。

本のマイナンバーのセキュリティーの担保の構造だ。事業者は「処罰さ
れるという枠組み」の中でマイナンバーを取り扱わされることが決まったの
だ。しかし問題は「処罰」だけではなかったのだ。マイナンバーは、一般国
民にとってはメリットもあり、悪くない仕組みだが、①事業者にとっては一
切メリットがなく。②ほとんどすべての事業者が強制適用で逃れる道がな
く。③また、近い将来マイナンバーは必ず漏洩する。 ④その漏洩元が特
定出来ない可能性が限りなく高く。⑤その漏洩により訴訟を起こされる
のは事業者であり、外部委託でもその「訴訟リスク」は免れない。事業者
には、マイナンバーにより事務負担、訴訟リスクは圧倒的に高まったが、
その利用は認められておらず(※)、企業にとって一切メリットがない。事業
者を踏み台にした、本当に完膚なきまでに国の仕掛け勝ちである。(※)個
人番号関係事務実施者＝個人番号の利用を一切禁止され、行政への
伝達の責任だけを負わされたプレーヤー教訓「訴訟リスクに堪えられる仕
組みの導入支援をしなきゃ、事業者があまりに可哀想。」 

名古屋の発明税理士
（音楽や動画の前後に広告を入れるってのは私の特許です）

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
　http://csvoice.com/iclip/

店舗コード｠201501と入力下さい。

体育会系税理士コンサルタント
◇才木　正之　（さいき　まさゆき）

第３条；権力者は会議をリードするな！　その１
□独演会の会議は意味がない
  ○私も仕事柄多くの会議に参加してきました。若いころは大した経験
もないので、会議に参加しても聞き役であることがほとんどでした。聞い
ていて一番疲れる会議は、社長の独演会でした。
  ○独演会になるともう拷問ですね。聞きたくもない話を、際限もなくずっと
聞かされるわけです。話しておられる方は気分が良いのでしょうが、聞かさ
れる方はたまりません。社長の話は、音としては聞こえていますが、頭の中
は素通りです。ただ早く終わらないかなぁと思っているだけなのです。
□独演会になる社長のタイプ
  ○独演会になる社長のタイプには共通したものがあります。次のよう
な所のある社長は気をつけてください。
    ・がんこおやじタイプ
    ・切れるタイプ
    ・人の話を聞かないタイプ
    ・批評、批判精神がありすぎるタイプ
    ・頭がかたいタイプ
    ・人の意見を取り入れないタイプ
    ・人に色々強制するタイプ
    ・口うるさいタイプ
    ・人の弱みばかり指摘してしまうタイプ
  ○独演会は社長と他のメンバーの相互作用の結果です。社長がはて
しもなく話をしたいという面もありますが、社員が話をする気にならないか
ら独演会になってしまうという面もあるのです。
  ○あなたの事務所はどうですか？そしてお客様の会議はどうなっていますか？
□独演会をして得することがあるの？
  ○そこで独演会をするタイプの社長に勇気を持って聞いてみました。

1971年生まれ。大阪府立大学卒業後、税理士小笠原士郎事務所（現御堂筋税
理士法人）入所。入所後10年間は税理士業務に従事。その後は、体育会系税理
士コンサルタントそして中小企業の経営計画立案そして実行管理推進コンサル
ティングを行う。

目標必達会議の進め方～必達会議の１０ヶ条　No.7

    Ｑ「あなたは、会議が独演会になっていることが分かっていますか？」
    Ａ「そうなんですよね。だれもしゃべらないもんだから困っています。どう
したらいいんでしょうかね？」
一応お分かりのようです。ちょっと分かり方が変な方向ですが・・・
次の質問をしてみましょう。
    Ｑ「独演会のこの会議、なにか意味があると思いますか？」
    Ａ「ええっ？意味・・・そりゃ、みんな危機意識を持ってくれたんじゃないかな？」
さっぱり、わかっていませんね。
  ○社員の本音は次のようなことです。
    甲さん「もううんざり、拷問ですよ！」
    乙さん「耳にふたをしていました」
    丙さん「台風が過ぎるまでひたすらがまんですね」
てな具合ですよ、インタビューすると。
  ○社長が声を荒げてしゃべるほど、その意図とは反対にみんなうんざり
するわけなのです。つまりまったく効果がない・・・時間のムダなのです
ね。それを分かっているのでしょうか？
  ○ところが社員のだれもそのことを社長に言わないのは、恐怖心から
です。どなられる、クビになるなど、肉体的精神的な恐怖があれば人間は
黙ってしまいます。

ピーター・ドラッカーは、「経営者の条件」の序章で成果をあげるための8
つの習慣をあげていますが、最後に「ここまで、成果をあげるための8つ
の習慣について述べてきた。もう一つおまけを加えたい。あまりに重要な
ことなので、原則に格上げしたいくらいである。聞け、話すな、である。」心
に突き刺さる言葉です。
※御堂筋税理士法人では、自社の月次会議（コックピット会議）を公開
しています。「百聞は一見にしかず」、一度検索してみてください。

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

＜アレックス・オスターワルダー、イヴ・ピニュール、グレッグ・バーナータ、
アラン・スミス著、関美和約、株式会社翔泳社発行「バリュー・プロポジション・デザイン」
～顧客が欲しがる製品やサービスを創る～より引用＞

セミナー情報はP7へ！
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◇菱刈　満里子　（ひしかり　まりこ）

はじめまして！ＳＭＣグループの菱刈と申します。なぜ私にＭＡＰマガジンの
コラムを書かせていただく「白羽の矢」が当たったのかというと、私が税理
士でもない、タレント性もない（って、どこかのセミナーで言われました笑）、
会計事務所に勤める普通の会計税務担当者だったからだと思います。
会計事務所業界では、税理士先生がいらして、その先生のもとで多くの
会計担当者がお客様を担当していらっしゃいます。税理士先生はその存
在がブランドなので、経営者の方 も々税理士先生に経営指導をして貰
いたいと願っています。一方、私のような会計担当者は、間違いなくお客

SMCグループ。大学卒業後、大手証券会社営業、研究所教授秘書等を経てＳＭＣ税理士
法人に入社後、税務を担当。平成２６年より株式会社ＳＭＣ総研にてＭＡＳ監査を担当。２年
前３件だったＭＡＳ監査先が、現在３０件となる。

草食系会計担当者のＭＡＳ監査ものがたり
～ 資格もキャリアもタレント性もない草食系社員です ～

草食系会計＆ＭＡＳ担当者
様の会社に良くなって欲しいと思っていますが、税理士でもコンサルタン
トでもないので、「こうすれば会社が良くなる！」という自信がないのが本心
です。資格もキャリアも知識もない草食系の私が、ＭＡＳ担当者になるな
んて、マッタク思いもよりませんでした。ＳＭＣグループ代表の曽根に言わ
せると、「税務が出来ないからＭＡＳ担当者にした」のだとか・・・。私がこの
コラムを書くことによって、多くの税理士先生方、日々走り回っていらっ
しゃる会計担当者の方々、そして経営に困っていらっしゃる多くの中小企
業経営者の方々に自信をもっていただくことが出来ましたら、とても幸せ
に思います。未来の利益を見ながら経営ができるＭＡＳ監査。会計事務
所でしか出来ない素晴らしいサービスだということをお伝えしていきたいと
思います。次回「ＭＡＳ担当者って、コンサルの研修や勉強が要るの？」に
続く。 SMCグループのMAS獲得ノウハウはP19へ！

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

◇大野　晃　（おおの　あきら）

よく「現状維持」で気楽に税理士事務所経営するよと言う税理士さ
んがいるが、本当に「現状維持」でよいのだろうか？！
1人税理士なら人を雇用していないのでスタッフに迷惑がかからな
いからよいが、１人でも雇用していている場合には「拡大」しないこと
は「罪」じゃないかと思う。理由としては、売上が上がらないと言うこと
はスタッフの給料が上がらない、それだけでなく売上が上がらないの
で人を採用しなくなると言うことは末端の社員はずっと末端の社員
末端の仕事のままと言うことになる。もし、自分が末端のスタッフの

立場でお客様の数が増えない、それどころか減少していく…
そして新しいスタッフである後輩ができない、キャリアプランが見えな
いとなったらどうでしょうか？精神的に疲弊して優秀なスタッフは戦線
離脱すると思います。この採用氷河期の時代に「優秀なスタッフ」
が離脱したら大ダメージですね。そうならないように、スタッフの物心
両面を充実をさせてあげるために「拡大」が重要かなと思います。
生意気な事ばかり半年間書いてきましたがそこは若気の至りという
ところで許してください（笑）
これからの税理士事務所業界はIT 人工知能の発達で便利になり
生産性があがり付加価値が高い仕事にコミットできるので楽しい時
代になるなと思っています。税理士業界の明るい未来のために皆
でこれからも盛り上げていきましょう!

ITA大野税理士事務所。偏差値38で高校卒業(機械科)ながら「業界初 飲食業×開業融資専
門税理士」となる。株式会社CHANGE 代表取締役。一般社団法人中小企業税務経営研究
協会 理事。保険サービスシステム株式会社専属税理士向けインタビュアー。著書に「繁盛する
飲食店が必ずやっている開業資金の調達方法」を飲食店専門社労士と2人で執筆

１人税理士でいかないのであれば拡大しかない！

飲食業をフルパッケージで支援する今注目の若手会計人

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

◇ 小島　清一郎　（こじま　せいいちろう）

　今回は、久しぶりにマスマップについて執筆をしたい。将軍の日を実施
し、ＭＡＳ監査の契約をいただいた後、単年度計画を策定することになる
が、ここでぜひ気をつけていただきたいことがある。目標ありきの計画にな
らないことである。あくまでも、目的を共有し、その目的に向かって数字を形
成するのが、正しい単年度計画の進め方だということである。数字は、あく
までも結果としての指標であり追い求めるものではない。お客様である経
営者が、腑に落ちていない数字の目標を実績と照らし合わせたところで、
予実管理を行ったとしても、何も意味はない。特に中小企業は大企業と
違い、試算表の数字には物語が存在する。単に、数字を見て「交際費が
高い」「粗利が悪い」などは絶対に言ってはいけないことだ。もしかしたら、
交際費のおかげで売上が受注できているのかもしれない、その数字に秘
められた物語を紐解き、目的・理念と照らし合わせてフィードバックを行う。
すると、数字にも意味が出てくる。数字に意味付けができれば、数字を活

かすことができる。いかに改善するか、初めて未来に対し目標が立てられ
るのである。目標ありきの数字計画ではなく、理念・目的からくる目標設定
を促すことがＭＡＳ監査で重要なことなのである。2006年小島会計事務所（現税理士法人ケーエフエス）入社。岩永經世先生（ＩＧ会

計グループ代表税理士）との出会いを経てお客様成長こそが会計人としての使命と感
じ、2009年にＭＡＳ監査を中心とする株式会社ＩＧパートナーズ（現株式会社ケーエフ

エスコンサルティング）の代表に就任する。財務を基軸としてお客様の行動を促し、ＭＡＳ監査関与先は増収増益
を続けている。 

「マスマップでMAS監査の見える化を！！⑧」

未来会計の貴公子

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

NEW

株式会社ケーエフエスコンサルティング

L

B

P

D

C

A

理念・目的からくる目標！！
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◇橋口　貢一　（はしぐち　こういち）

私は金融機関への返済が困難になったリスケ企業の第二会社方式によ
る事業再生支援を精力的に行っており、昨年度も数十件の案件に携わ
りました。リスケ企業にも「がん治療」で言うところのステージがあり、私はい
つも、再生支援先企業を以下の４ステージに分けて再生スキームを立案・
助言・実行しております。
1 ステージ１（初期状態）・・・会社は金融機関への返済は滞っているが、
遊休資産の売却・不採算事業の撤退・経営者の資力、弁済等で自主再
生可能な状態
2 ステージ２（進行状態）・・・延滞債務先が公的機関（金融機関・税務
当局・社会保険事務所等）のみであり、第二会社で再生存続させる事業
が存在する状態
3 ステージ３（危機状態）・・・延滞債務先が公的機関のみならず、取引
先・従業員・経営者の親族や知人にまで及んでいるが、第二会社で再生
存続させる事業が存在する状態
4 ステージ４（末期状態）・・・延滞債務先が公的機関のみならず、取引
先・従業員・経営者の親族や知人にまで及び第二会社で再生存続させ
る事業が存在しない状態
基本的に私は、ステージ２・３のケースはすべて、第二会社への事業譲渡

により、従業員の雇用や取引先との各種契約を合法的に移管し、債務者
企業は破産法に精通した弁護士との連携により破産手続を取り、経営
者の自宅は買戻特約付任意売却等で守るというのが常であり、ステージ４
については経営者の自宅を守ることに専念することになります。また、ス
テージ１については認定支援機関による経営改善計画策定事業の範疇
ですので、私が携わるケースは稀です。そこで問題となるのは、経営に行き
詰ってはいるが第二会社方式であれば再生できる経営状態(ステージ2・
3)なのに、その再生支援を顧問である税理士先生が積極的に実施せず
放置し、時間切れの結果、ステージ４の末期企業となってしまう厳しい現
実です。私がこの手の話をセミナー等ですると、高名な税理士先生ほど、
「それは債権者への詐害行為で違法だ！」と一喝されることが本当によくあ
りますが、私が携わった１００件近い案件で事業譲渡の合法性を判断する
破産管財人から詐害行為による否認権（破産法第１２５条以下）を行使
されたことは１件もありません。ただし、１０件に１件程度の割合で破産管財
人が事業譲渡の合法性に執拗に疑義を挟み、３０～５０万円の解決金を
破産財団に組み入れることを要請されるケースがあり、我 も々想定の範囲
内として破産免責決定を勝ち取るカードとして応じるのが通常です。しか
し、その解決金（３０～５０万円）のほとんどは破産財団から債権者に配当
されるのではなく、破産管財人の弁護士報酬に全額充てられるというのだ
から、このレベルの企業の破産手続というものが極めて簡易（事務的・形
式的）なものと言わざるを得ません。税理士先生がこのことを知っていれ
ば、第二会社方式で再生できるリスケ企業と経営者が世の中には山ほど
いるという現実がここにあります。

株式会社東京事業再生ER　代表取締役／公認会計士　昭和63年公認会計士2次試験
合格後、野村證券・新日本監査法人等を経て、平成7年ベンチャ－の起業に携わり、有名ベン
チャ－企業のＣＦＯとして株式公開を目指すも、平成18年に負債総額50億円（連帯保証債務5

億円）の倒産を経験する。その後、膨大な倒産整理業務を行う傍ら、自らの倒産・再生経験を生かし中小企業とその経営者を
守るER（救急救命）再生支援業務を開始。 平成24年「株式会社東京事業再生ER」を設立し、現在に至る。

第二会社方式による事業再生支援は詐害行為？

負債総額50億円の倒産を自ら経験した
事業再生のエキスパート

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

経営理念は「しあわせ」
人間的温もりを大切にする専門家集団を目指す

◇五藤　一樹 　（ごとう　かずき）

当社、税理士法人大樹の経営理念は、「しあわせ」です。みんなの幸せは、
私たちの「しあわせ」です。仕事を通じてささやかな「しあわせ」のお手伝いを
し、その事がイコール自分のしあわせ、組織のしあわせ、社会のしあわせに
繋がる、という考え、意味です。「しあわせ」に生きるとは、言い換えれば「しあ
わせ」に死を迎えられることでもあります。人は、年を取り、体力がなくなり、い
つかは死にます。男性は80歳、女性は86歳が平均寿命です。誰もが必
ず、いつかは亡くなります。オギャーと生まれ、成人し、年齢に応じて体力は
弱り、病気になり、介護が必要になり、かなりの確実で認知症になり、現代
は病院または老人ホームなどの施設で亡くなります。人の一生と、企業の
経営活動は似ています。企業は人で成り立っているから当然です。「しあわ

税理士法人大樹　代表社員/税理士/行政書士
愛知県一宮市出身。昭和40年生まれ。平成8年1月税理士登録。同月、五藤経営会計事務所
を設立。平成20年8月に税理士法人大樹へ組織変更。名古屋、一宮、小牧に事務所を開設。

「しあわせ」に生きる

せ」に生きるには、これから、起こりうる事を想定し、事前にリスク計算し、計
画が立てれば、死と言うマイナスのイメージが、明るい未来になり、大きな不
安や、重い肩の荷が下りはしないだろうか？人生の終わりをより良いものに
するため、事前に準備を行うことで、不安が解消され、いきいき・はつらつとし
た・おもしろい、後半戦を送ることができます。人生の先見経営・先行管理
のお手伝い、リスク計算・事前準備のお手伝い、それが我々会計人には出
来ます。企業や、一部の資産家のみでなく、一般の人々のしあわせのお手
伝いができます。あんしん経営をサポートする会（http://www.ansin.jp/）の
ホームページには、「ＭＡＳ監査サービスであらゆる経営に関するリスクを乗
り越え、経営者とともに明るい未来を切り開くそれが私たちの希望であり挑
戦です」とあります。これを言い換えれば「あらゆる人生に関するリスクを乗り
越え、お客様とともに明るい未来を切り開く。それが私たちの希望であり挑
戦です」。こんな仕事が出来たらいいな!(̂ )̂!と、夢描いてます。

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

◇大久保　圭太　（おおくぼ　けいた）

「もう限界です。」と顧問税理士に言われてしまったと悩んでいる社長さん
から相談を受けました。住宅のフロアコーティングという消費者向けかつ
スポットのビジネスを行っている会社の社長さんでした。債権管理を全部
顧問税理士に任せていたのですが、売上が急上昇していたので管理件
数が飛躍的に増え、煩雑すぎてもう限界だと言われてしまったらしいので
す。私はすぐに債権管理を放棄させ、翌週の売上から事前入金に変更さ
せました。事前入金にしたことで①債権管理がいらないだけでなく、②売
掛金1億円がなくなり、③キャッシュポジションが1億円増えました。P/L思
考だと時間軸の概念がないので、入金サイトのことが考えられません。
B/S思考で天才的だなと思ったのは、東京駅開業100周年記念の

Suicaです。先日、東京駅開業100周年記念記念Suica販売時には、そ
れを購入する為に多くの人が東京駅に押し寄せ、混乱が起きたため販売
を打ち切り、希望者全員に販売する事になったニュースはみなさまの記憶
に新しいと思います。最終的な購入申込数は、約499万枚に上ったそう
です。記念Suicaは1枚2,000円です。約500万枚×2000円＝約100億
です。P/L思考だと「売上がすごい！」となりますが、まだ乗車していないの
に（カードすら来ていないのに）2,000円を払わされている前受金だからす
ごいと思います。さらにすごいのは2,000円のうち500円はデポジットです
から使えません。デポジットだけで約500万枚×500円＝約25億円の非
常に返済可能性の低い資金調達をしています。キャッシュと預り金ですか
らP/Lには登場しません。B/S思考です。一番すごいのは、このSuicaは記
念品なので使う人は少ないということです。つまりカードの原価だけで100
億円の資金調達をしたということになります。B/S思考に変えるだけで、ク
ライアントの未来さえも変わるかもしれませんね。

税理士。早稲田大学卒業後、会計事務所を経て旧中央青山PwCコンサルティング（現み
らいコンサルティング）グループに入社。中堅中小企業から上場企業まで幅広い企業 に対
する財務アドバイザリー・企業再生業務・Ｍ＆Ａ業務に従事。 2011年に独立し税理士法
人ACSを立ち上げ、成長企業に対する財務コンサルティングを中心に代表として年間数十

社に及ぶプロジェクトを統括している。

B/S思考

銀行対策・資金調達支援の専門家

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

　　　　　  　

セミナー情報はP14へ！
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◇濱田　法男　（はまだ　のりお）

金融機関の機能として仲介機能と信用創造機能が定義されていますが、
要は預金と融資のことです。もう一つ、重要な機能があります。決済機能
です。この機能の重要性をお気付きですか。「それは銀行の振込みのこ
と？」、そうです。しかしMAPマガジンでそんな決まりきったことを説明するつ
もりはございません。少し脱線します。中国は人民元の下落を恐れていま
す。これは中国国内ではなく海外マーケットで人民元が売られたことから
始まりました。通貨主権と呼ばれる考え方（通貨の主権は自国にある）に
反し、人民元の決済機能を海外に拡散したから起きたのです。えっ、な
に?　MAPマガジンらしくない！これは申し訳ございません。ではそれらしい
話題に変えます。新宿には「カードマン」なる有名人がいるらしいです。ク
レジットカードの決済端末を“また貸し”するそうです。ぼったくり屋がカード
会社から契約を切られ端末を回収されたので、「カードマン」が別の店名
義の決済端末を貸してくれるのですって。昨年、漸く「カードマン」の一人
が電子計算機使用詐欺幇助（ほうじょ）容疑で逮捕されましたが、この行
為は決済機能への冒涜（ぼうとく）です。マクロでもミクロでも貨幣経済あ
る限り、決済は私達の生活の根底となる機能です。この決済機能を「関
与先に話してみよう」ということを先生方に提言します。私は三菱東京
UFJ銀行在勤当時、ある地方の支社長を、そして中四国地区担当の本
部副部長も担いました。その際、部下達に地方優良企業への新規取引
開拓を命じました。魅力ある企業への殺し文句は「御社の商品を全国で
販売しましょう、我 が々手伝います」でした。販売するということはその代金
を回収しなくてはなりません。特にBtoCの分野は買い手から直接回収す

昭和35年生まれ。昭和59年に旧・三菱銀行に入社。融資部、国際業務部、 法

人業務部、法人営業部の副部長及び企画・総括セクションを経験。 平成24年3

月三菱東京ＵＦＪ銀行を退職、(株)濱田マネジメントタクティクスを設立。東京都中

小企業再生支援協議会のサブマネージャーとして現在に至る。 

使い倒そう、金融機能の決済機能！

るしかありません。そこで金融機関の決済機能が重要となります。銀行振
込は高い手数料が掛かりますが、インターネットを使った本支店間決済で
あれば無料のケースが多い様です。誤解の無いように記しますが、私は
三菱東京UFJとの取引を推している訳ではありません。口座は作る必要
がありますが、彼等メガバンクの全国での店舗網を活用しようということで
あります。特に融資は懇意にしている地元の金融機関をメインにしておく
べきですが、決済は大手の全国網を使えばよいだけなのです。ところで全
国展開の際にどの企業も検討するネットショップですが、大多数はカード
決済です。但し代金回収には様 な々商品やチャネルが存在します。古式
ゆかしいですが例えば自動引き落とし、これは継続的に買ってくれるお客
様には有効です。代金回収チャネルとしてはコンビニやインターネットバン
キング、そして金融機関のATMを使う方法もあります。海外も同じでL/C
ばかりではなく、国際ファクタリングという方法もあります。因みにこの話題
を過去に関与先とお話した際、ネットショップへの出店手数料が高いと聞
かされたことはございませんか。有名サイトには意外と高いところがある様
ですね。一方、ネットショップの悩みを相談されても、先生方は円滑にアド
バイスできておりますでしょうか。ネット決済大手のベリトランスやGMOの
役割や機能を、スラスラと関与先にご説明できますでしょうか。中々難しい
ですよね。実は金融機関の支店職員も苦手でして、例えば大手金融機
関はそれら新手の決済機能の所管を、関連のカード会社に集約させつ
つあります。彼等は決済機能のみならず、広告戦略を始めとしたネットで
の売る能力を含めた提案型セールスを強めようとしています。非常に重
要な機能になることが分かっているので、この機能を強化しようとしている
のです。また、大多数の地域金融機関は大手カード会社と提携しており、
品揃えしている筈です。それを活用しなくては損です。銀行の決済機能と
聞き、振込のみが思い浮かんだ先生、先生の頭は少々固くなっているか
もしれません。柔軟に臨みましょう。

元銀行員 現再生支援協議会

金融機関・再生支援協議会コラム編ーここでしか読めない！マクロ的視点の数々ー

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）
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◇西尾　太 　（にしお　ふとし）

人事制度構築のお仕事を中心にさせていただいて改めて思うのは、
「僕たちは企業の変化の瞬間に立ち会っている」という実感だ。制度を
導入することや改定することは、企業の変化に他ならない。 キャリアス
テップを明確にして、それに基づいた評価で気づきと成長を促し、適切
な給与を決定する、という方向性は、それまでとは「変化するぞ」という企
業の意志表示だ。 
これら人事制度をいわば「ハード」とすれば、その人事制度を運用し活
用していく「社員」が「ソフト」だろう。ハードが変化していく中で、ソフトも
変化しなければならない。ソフトはハードの変化、内容を理解してバー
ジョンアップする必要がある。 
さらに、キャリアステップが上がる、ということは「求められていることが変
化する」ということであり、それに対応したソフトウエアでなければ、ハード
を動かすことはできない。 
要するに変化をしなければいけないということ。 
「環境に適応して変化したものだけが生き残る」というのはもうすっかり
言いまわされた定説だが、人事の世界でもまったく同様なのである。「求
められているものが変化している」中で変化を怠ると、とたんに「ローパ
フォーマー」になる。この前までそれでよかったのに、いきなり「ありゃ

いすゞ 自動車株式会社人事部。　株式会社リクルート入社、人材総合サービス事業部門。 
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（CCC）人事部門 （最終役職：人事部長）　
2005年 株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社 ジャスダック） 人事・総務部長。　
2008年 フォー・ノーツ株式会社設立 代表取締役社長。

企業の変化の瞬間

りゃ」ということになりかねないのだ。
これは社会に対しての企業も同様だ。そして企業内での社員も同様。 
そういった中で、人の「思い込みの強さ、頑固さ」は危険だ。 
これは当社の適性検査のパーソナリティ因子のひとつで、いわば信念
の強さを言う。「へそ曲がり度」とも言う。特に若いときのこれは「よろしく
ない結果」を招きかねない。（ある程度のポジションや年齢以上なら、逆
に大切なパーソナリティだけど）
 周囲が変化している中でのへそ曲がりは困る。困られることが多い。大
事なことは気づくこと。
周囲が何を求めているのか、をよく見極めること。
気づけば変われる。 
そのためにも、皆さんの会社の人事制度をよく理解してください。 
漠然としていて、よくわからない？ 
そんな時は、是非、当社にご連絡くださいませ。

スーパー人事コンサルタント

◇和仁　達也　（わに　たつや）

目の前のトラブルを鎮静化するような、マイナスをゼロにすることを数十
年仕事にしてきた。なので、ボキャブラリー的に、マイナスをゼロにする言
葉はあっても、ゼロをプラスにする言葉を知らない。
でも、クライアントをプラスに導きたい思いはある。

この状態が、実はとても辛い。もどかしい。
税理士や社労士などの士業には、そんな悩みを潜在的に抱えている人
は少なくない。
そんな彼らがこれから取り組むべきことは、何か？

プラス言葉やプラスの言い回しをモデルとなる人から吸収して自分の引
き出しにためていくこと。
そして、それをいつでも口からついて出せるよう、反復することだろう。

月給25万円のサラリーマンから独立し、経営コンサルタントに。月1回訪問・月額15万
円からスタートし、今では月額30万円以上の顧問先を複数抱え、年間報酬3000万円
を軽く超える人気コンサルタントに。顧問報酬が長く続く、「パートナー型コンサルティン
グ」の手法で、顧問先の契約継続実績は平均5～7年。中には15年以上支援してい
る顧問先も存在する。この「高額報酬で長期契約が続くパートナー型コンサルティン

グ」を学びたいコンサルタントや士業が殺到し、養成塾や合宿が常時満員御礼。教材も爆発的に売れている。

マイナス言葉からプラス言葉への転換法

ビジョナリーパートナー 研修情報は下記参照！

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

4冊目の著書が出版されました。

人事の超プロが明かす

評価基準
「できる人」と「認められる人」はどこが違うのか
西尾太　著　【三笠書房】

中小企業向け再生請負人

◇ 酒井　篤司　（さかい　あつし）

中小製造業の現場に行くと、営業力、マーケティング力の不足を感じるこ
とが非常に多いものです。
まず、製造業の経営者は真面目というか営業が苦手な方が多く、得意先
から言われたことは聞きいれる一方で、当たり前のことが主張できない
ケース。とあるA社では、生産量最盛期に決めた単価のまま、新モデル投
入や、陳腐化で受注量が減ってきているにもかかわらず単価を変更して
いませんでした。「材料費の分は値上げしてもらっている」といい、付加価
値【受注単価‐（材料単価＋単位あたり外注費）】は出ているのですが、ラ
インの人数が多いままで、現状の生産量では赤字になっている、という状
態でした。
A社のケースでは、得意先に対して、現状の原価テーブルを元にどれだけ
赤字になっているかを示した上で、単価アップを要請しました。また、単価

株式会社マネジメントパートナーズ[MPS]　代表取締役
中小企業診断士。三菱商事にて子会社社長や海外関連会社の役員などを歴任後、
2009年独立、2010年MPS設立、現職。MPSは、「Every wall will be a door!（な
んとかなる）」をモットーとして、窮境に陥った中小企業支援を専門に行うコンサルティ

ングファーム。2015年8月より会計事務所向けサービス「MPS-OJTクラブ」を立ち上げ、経営改善計画策定
～改善施策実行～MAS監査獲得までをOJTで会計事務所に学んでもらうプログラムを提供している。

製造業の社長のありがちな弱み

アップが無理であれば数ヶ月の猶予をもって他社に転注してもらうように
要請しました。その後、多少“すったもんだ”がありましたが結果的に大幅
な値上げが実現しました。このケースでは、他社への転注まで持ち出した
背水の陣作戦を敷きましたが、新しい製品の追加取引をお願いするやり
方も考えられます。

また、『新規商品の開発が大好き』という社長も多いです。開発することに
満足し、いいものを作っているのに安く売っているケースが散見されます。
B社では、原材料は国産にこだわり味もいいにも関わらず、390円の弁当
販売をしている業者に納品していました。このように、自社の強みとなる商
品を原価ギリギリや赤字で販売するのはいかがなものでしょうか。

Q(品質)、C（製造コスト）、D（納期）の管理、レベルアップはもちろん重要
ですが、窮境製造業において、社長に営業面やマーケティングに関する
意識変革を求めることは非常に多いです。後継者(候補)がいれば、営業、
マーケティングの権限を譲ることが改善の重要ポイントになることも多々
あります。

専門コンサルタントコラム編―各種業界から実務に役立つ最新情報―

◇ 中村　隆敬（なかむら　たかのり）

サッカー日本代表の監督がJリーグの試合を観に行くのはなぜでしょうか？
得点を決めた選手の名前はインターネットで試合の“結果”を見れば分か
ります。J1で得点王になっても代表に選ばれないのはどうしてでしょうか？
“結果”は出しているのに。実は、サッカー日本代表の監督には「W杯で
勝つ」という“結果”が求められていて、その“結果”をもたらすような働きを
できるかどうかがスタジアムで見極められています。戦術に合う／合わな
いの前に、そもそも求められていることや視点が違うのです。代表選考の

IPO支援業務を経て、家庭と企業の経営を助けるためソニー生命のライフプランナー

に転身。「社長の腹にすと～んと落ちる！キャッシュフロー経営ゲーム研修講師」

プロは結果が全て

ポイントは「監督が“結果”を出せるようなプロセスを踏める選手かどうか」
ということです。「結果を出しているように見えて評価されない人」「何もし
ていないように見えて評価される人」が生まれてしまうのはこの評価指標
が明らかにされていないからではないでしょうか。
…なんだか浅野社長の著書【最強出世マニュアル】のような話になって
しまいました。（笑）
私も一人の営業職ですから“結果”は大切ですが、私にはその先の『ビ
ジョン』がありますから目先の数字に左右されません。大きな“結果”を生
めるプロセスを日々 積み重ねていくだけです。

日本セクシャルマイノリティ協会 専属ライフコンサルタント

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

私は月に１度「まじめな雑談」という場を設けることで、視野を広げています。
もしこの記事を読んでご興味を持ってくださった方は、
どうぞお気軽にご連絡ください。
takanori_nakamura@sonylife.co.jp

http://jlga.or.jp/
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医療・介護特化型コンサルタント
◇原田　匡　（はらだ　ただし）

 少し前ですが、某北日本地区でリハビリデイを中心に展開している経営
者（A氏）とお話させていただく機会がありました。
 「中心に」と表現したのは、彼らがデイサービスを経営すると共に、保険外
サービスとして「認定外高齢者向け運動指導サービス」「子供向け運動
指導サービス」等、様 な々保険外サービスを展開しているからです（恐らく
今でも新たな事業をどんどん増やしているかと思います）。
　事業展開の結果だけを見ると、「なるほど、こんな展開の方法があるの
か。参考になった」と、同社のアイデア・発想の豊かさについ目が行きがち
です。勿論、その部分において彼らが秀でていることは間違いのない事実
なのですが、様 な々話をうかがう中、私はむしろ、このようなアイデア・発想
を生み出す彼らの「源泉」にこそ他社との差別化のポイントがあることを実
感しました。
　A氏と会話を重ねる中、非常に印象に残ったのは、「地域」という言葉
が頻繁に登場してくる事。一般的に介護業界の経営者は、自社の仕事を
「介護事業」と定義しているのに対し、A氏は自社の事業を「介護事業」で

株式会社ケアビジネスパートナーズ　代表取締役。1970 年生まれ。京都大学法学
部卒業。自らデイサービスを経営した経験から、医療・介護特化型コンサルタントとして
様 な々ノウハウを開発・発信している。介護特化を目指す会計事務所の全国ネット

ワーク組織「介護事業経営研究会（C-MAS）」の全国顧問を務めると同時に、同じく、介護特化志す社会保険
労務士の全国ネットワーク組織「介護経営総合研究所（CB-TAG）」の代表を務める。社会保険労務士・税理
士・会計士・地域金融機関・各種団体と連携しながらの介護経営者向けセミナー・研修回数は全国で年間150 
回を超え（2013 年実績）、年間延べ6,000 社を超す介護事業者と触れ合い、実体験に基づいた経営支援活
動を行っている。著書としては「介護元気化プロジェクト（エル書房）」「介護事業所の経営の極意と労務管理・
労基署対策・助成金活用（日本法令）」、執筆雑誌としては「デイと運営と経営（QOL サービス）」等がある。

自社は果たして何業か？

はなく、「地域を元気にする事業」と定義しており、この定義の相違が、彼
らの柔軟なアイデア・発想の源泉となっているのです。
　A氏の言葉をそのままお伝えすると、彼は、自社事業のエリアを3市に
限定すると共に、「自社の強み、かつ、社員がやりたいことを活かし、この3
地域を元気にする事業」だと定義しています。
　「展開地域を横に拡げる」のではなく、「地域を限定し、深掘りする」成
長戦略を描いているのです。
　自社を「介護事業」と定義することを否定している訳では決してありませ
ん。しかし、企業はそもそも「環境適応業」。今後の成長・進化を考えた場
合、果たしてその定義が自社にとって適切なのか？について、経営者の皆
様は今一度点検し、場合によっては、再定義し直した方が良い場合もあ
るのではないでしょうか。
　「自社は何業か」と定義することで、今後の展開・拡がりが大きく変わる
ことは勿論、社員の意識やモチベーションにも大きな影響を及ぼしてきま
す。A氏の事例を参考にした場合、果たして皆様は「何業」になるのでしょ
うか？
　今一度、幹部の皆様と共に、考えてみてもいいかもしれませんね。

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

◆Ｃ－ＭＡＳ介護事業経営研究会セミナー情報
３月２２日（火）介護特化戦略と顧問先拡大戦術・徹底解説（東京・池袋）
講師：小濱道博
過去最大の介護離職者ゼロ政策と大変貌を遂げる平成30年改正。
激動の時代の介護経営を支援する介護特化は最大のビジネスチャンスを迎えます！
※お申し込みはインターネットより「実務経営研究会」で検索の上セミナー情報からお申し込みください。

14 15



◇ 高山　範雄　（たかやま　のりお）

第１回では、「なぜ経営計画を立案するのか…」を考察しました。
第２回のテーマは「ＭＰ式経営計画手法」の概念です。

「型」と「魂」という言葉があります。
「素振りや受身（型）」を学ぶのが先か？「剣の道や柔の道（魂）」を学ぶの
が先か？というたとえ話を私はよくします。
空手道を学んだ大学時代の私は、師範の「空手に先手無し」の言葉の意
味もわからず、先輩にしごかれながら、「雑巾がけと巻き藁と基本」に明け暮
れしました。帯の色が濃くなるにつれ、初めて師範の言葉の意味（魂）が少
しずつ分かるようになってきました。
武道も、人生も、経営計画（経営）も、同じようなプロセスを経て成長してい
くのではないかと思います。

ＭＰ式も、まずは「型」から入ります。
ＭＰ式の経営計画には、ドラッカーもコトラーも３Ｃも４ＰもＢＳＣもコンピテン
シーもマーケティングも最初から出てきません。

［中期５カ年計画］
まずは、経営者の思いを「中期５カ年計画」にて具体化します。
「将軍の日」は、「経営のありかた」を経営者自身が自問自答しながら立案
できる仕組みにて構成されています。「他人から見ると経営理念が稚拙に
見えたり…」「目標が実態とかけ離れていたり…」、最初はそれでも良いの
です（対銀行等への数値計画だけは別として…）。
まずは、経営者自らが自社の「あるべき姿」を描くこと、そして「課題（あるべ
き姿と現実のギャップ）」を認識することが中期計画立案の重要テーマと
なります。
「将軍の日」では製本された「経営理念」「中期経営目標（事業領域・事
業規模）」「自社分析（経営課題）」「５ヵ年数値計画」「当期経営目標」
等が持ち帰れます。
　なお、将軍の日では時間の関係で割愛していますが、2年目以降の中

1949年、新潟県三条市生まれ。1971年に茨城大学・人文学部卒業後、日本オリ
ベッティ株式会社入社。1985年、日本スリーエス株式会社入社。86年、同取締役
就任。1995年、スリーエス総研株式会社(2007年社名変更/現在の株式会社
MAP経営)・代表取締役社長就任。2014年、代表取締役会長就任にて現在に

至る。約30年にわたる1万社以上の経営計画サポート実績及び3億円の負債を抱えた自社を無借金経営
に転換した経営者の視点から、各種団体における多数のセミナー講師実績をもつ。

未来会計を考える（第２回）…
ＭＰ式経営計画手法とは…？

期計画において、当社で最も重要視して時間をかけて作成しているのは
「中期目標達成プロセス」の1枚です。
5年間の道筋を「財務」「事業領域」「組織＆人材」「その他（投資等）」の
４つの視点から整理した帳表です。
また、中期５カ年計画は毎年見直しすることをお勧めします。

［単年度計画］
　続いて、「単年度計画」を立案します。
初年度の目標達成に必要な戦術を、月別計画（数値＆行動）に落とし込
みます。ここで大きな鍵となるのが、「セグメント別プロセス計画（注／「未
来会計スクール」にて解説）」になっているかどうかです。
また、経理公開等の可否の関係で最初は社長親族のみで立案する「トッ
プダウン方式」からスタートするのが入りやすいですが、段階的に幹部や
従業員参加型の「ボトムアップ方式」に移行できると経営計画はより実
現性の高いものになります。経営計画発表会も、理念や方針の共有化
に必要な経営儀式です。

［達成管理］
ＭＰ式には、「立案５０％」「予実５０％」の言葉があります。毎月の達成管
理をタイムリーに行うことが目標達成には不可欠となります。
1 予定通り戦術を実行したか？
2 実行の質はどうであったか？
3 その戦術は市場に適切であったか？
の観点から、「差異分析（セグメント別プロセス分析）」を行い、具体的な
「差異対策」を講じて、即実行に移し軌道修正を行います。
　以上により、経営の「型（経営サイクル）」が出来上がります。
なお、経営サイクル（仮説・実践・検証）は、月次レベルと年次レベルの両
方に行われなければなりません。

「型」ができたら、「魂」を入れていきます。
いよいよ、ドラッカーやＢＳＣやコンピテンシー等々の出番です。
「魂」の投入により、「型」の「質」が高まり、「経営者の質」と「経営の質」
も向上し、成長発展が加速します。
勿論、「魂」が「型」の後でなければならない理由はありません。

ＭＡＳ監査プランナーの仕事は、経営者が「型」と「魂」を完成させる「伴
走者」であることです。

　次回は、伴奏者としての「ＭＡＳ監査プランナー」の具体的役割を検証
します。

今月のMAP経営コラム編ー中小企業の輝く未来を創造するためにー
◇ 山脇　渉　（やまわき　わたる）

多くの会員がMAS監査の事業化という高い目標に挑んでいるが、
目標が高いがゆえに多くの困難と対面している。
多くの会員と接する中で、事業化までの期間が長期化する原因が
見えてきた。

長期化していくプロセスはこうだ。
①MASに取り組む目的が明確化（共有化）されないままスタートす
る。（所長に言われたから研修来ましたという担当者が非常に多い）
②目的が共有されないまま、曖昧な目標だけが独り歩きしている。
（目標が「SMART」になっていない）
③職員の自信とやる気が育まれずに「義務的（やらなければならな
い）」業務になる。

コンサルティンググループ　グループリーダー　愛知県出身。大学で土木工学を専
攻し、建設コンサルタントとして橋梁設計など設計業務に従事。10年間の技術者
経験で、一級土木施工管理技士・測量士・技術士補の資格を有する異色のコンサ
ルタント。2008年ＭＡＰ経営へ入社。経営計画の立案を中心としたサポート業務に

従事し、出会った経営者は1000名を超え、企業や金融機関、会計事務所との親交も深い。企業の経営面
だけでなく、経営者や従業員の心のサポートも行いながら強い組織づくりを支援する。

MAS事業化５年の壁

④義務感が強くなることで実行力が無くなり、MAS業務に向ける
行動量が激減する。
⑤行動量が足りないため、当然成果に結びつかず、所内で「できな
い理由」が正当化されていく。
⑥MAS業務に関しては出来る範囲でボチボチ実践する風土が出
来上がる。
⑦結果的に事業化までの実現期間が長期化（最悪の場合、可能
性の領域が閉じられる）する。

上記からみてもわかる通り、事業化のためにMAS監査のハウツー
をいくら学んでも、本質的な問題が解決しない限りMASの事業化
は決して成し得ない。逆に本質的な問題解決を行うことこそが、
MAS事業化の最大の鍵なのである。

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

セミナー情報は下記参照！
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【通常平日】9:00～18:30(※従来通り)

【第一月曜日】9:00～15:00

【MAP経営より電話受付時間の一部変更のお知らせ(第一月曜日)】
まことに勝手ではございますが、2016年2月より下記の通りお電話の受付時間を一部変更させて頂きます。

お客様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご了承の程、お願い申しあげます。

節分。オニはそとぉ～、福はうちぃ～。２月３日は、オニを追い出すために
豆まきをする。スーパーの炒り豆のコーナーにはオニの仮面がセットに
なっていて、お父さんがオニ役になって、豆をぶつけられる…そんな日で
ある。ただ、豆をぶつけられるのでは、かなわないので、海に出てオニ退
治をしてみようか。 節分があるから、なんとなくオニカサゴは冬の釣りも
のというイメージなのだが、どっこい、オニカサゴは季節を問わずいつで
も釣れる魚なんですよ。水深１５０～２００ｍのゴツゴツした岩場に身を
隠して、目の前を通り過ぎていく小魚をバクリと食う。つまり、魚が集まる
根の周辺に生息する魚といえる。大きい穴が所々にあって、そこにはや
はり体のデカいオニカサゴが住み着くという。何らかの原因でその「住
人」がいなくなると、やはり大きなオニカサゴがその「空き室」にするん、
と入る。オニカサゴを狙う船長にしてみると、そんな穴（ポイント）をいくつ
知っているかが釣果を左右するのだ。大原港「力漁丸」の中井聡船長
は、オニカサゴを最初、冬場の限定魚種としてあつかっていたが、熱烈
なファンの後押しで「じゃ、木曜はオニの日ということで」と通年で船を出
している。いまや、ファンが拡大して木曜以外でも船を出すこともあるそ
うだ。中井船長は、釣り場のことを「鬼ヶ島」と呼んでいる。１年中狙って
も次々に釣れるので、そんなネーミングにしたという。さぞや、エサになる
小魚が大量に泳ぎ回っていて、大きな穴だらけなんだろう。サンマやア

ジの切り身を２本から３本のハリに刺して垂らす。中にはアナゴの切り
身やイイダコを付ける釣り人もいる。オニカサゴ、偏食ではないらしい。
オニカサゴには浮き袋がないため、深海から巻き上げてくるとき、最後
に取り込むまで抵抗し続ける。その力強い反応、そしてゴジラのような
面構えがオニを連想させるのだ。 体中にトゲがあって、これに刺される
と刺された患部がドス黒くなって腫れて痛くなる…らしい。中井船長に
よると「でもね、大丈夫だよ。オニの毒は熱に弱いから、刺されてすぐに
熱湯で毒を分解してやる。痛みはないし、跡も残らないね」。この毒を
持ったトゲを含んだヒレ。毒消しにあぶって、熱燗の日本酒に沈めて飲
む。このひれ酒、最高にうまいですよ。オニカサゴの白身を薄く切って、
ゴジラのような頭で出汁（だし）をとったスープでしゃぶしゃぶ。さあ、鬼退
治にいきますか。

◇ 寺沢　たかし　（てらさわ　たかし）
１９６４年（昭３９）３月２７日、北海道釧路市生まれ。幼少期を道内の炭坑町で過ご

し、閉山とともに神奈川県横浜市に移住。日刊スポーツ新聞社に入社するまで釣

りとは縁がなかったが、担当になったこともあり２９歳で初めてサオを握る。釣り以

外では、サッカー、芸能、社会などを担当した。１年中、短パンとサンダルで過ごし、

スキンへッドであることから別名「タコボウズ記者」。身長１８３ｃｍ、体重１００ｋｇ超。

深海のオニ退治　熱燗でしゃぶしゃぶで

日刊スポーツ記者 “タコボウズ”

株式会社エッサム勤務 経営管理本部　所属　
プロになるかエッサムに入社するか悩み、結局サラリーマンの道を選びました（笑）学生時代、デヴィッド・ジョン・ギル
モアやスティーヴ・ハウに憧れてプログレバンドを結成！現在はそのプログレバンドメンバーでロックンロールをやってお
ります。エッサムの福利厚生会でも軽音楽部に所属しオリジナルソングにも挑戦しています♪

俺の一本「FenderUSA 1967'年製VINTAGE Telecaster」です。ボディはアルダーで
Candy Apple Redにリフィニッシュしました。ネックは凄く硬いローズウッド。ナットとフレット
は打ち替えました。あとは全てオリジナルです。男だったら「テレキャス」弾けよ♪などとよく
おやじバンドマンの方が言いますが、アラフィフを経過してようやくその意味がわかってきま
した。バッキング良し！フィンガリング良し！歌いながら１６ビートをストロークで弾いても良し！い
くらでも触っていたくなるほど、弾きだすと時を忘れてしまうテレキャスです！エフェクターも特
に不要で、FenderUSA系チューブアンプにダイレクトインプットするだけで納得の音色
で、これ一本でカントリーもブルースもロックンロールも戦える代物です！

俺の一本「FenderUSA 1967'年製VINTAGE Telecaster」

ちょっと息抜き　趣味コラム編

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）

◇福永　了　（ふくなが　さとし）

■このコラムへのご感想・ご要望をお寄せ下さい。
kikaku2@mapka.jp

（※件名に「ＭＡＰマガジンコラム感想」と付けて下さい。）
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