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【出席率】       会員６４名中４８名  
  【先々週の出席率】   ９３．３３％ 

【ゲスト】      （株）東京商工リサーチ 新潟支店 部長補佐  戸内 星一 様 
【ヴィジター】    三条北ＲＣより   渕岡 茂君  木宮 隆君 
【先週のメークアップ】 

         １２／２０ 三条北ＲＣへ  武藤昭三君  大久保秀男君  鈴木圀彦君   
         １２／２１ 三条ＲＣへ  天田 匡君  野崎正明君        
           
                   

 
佐藤 栄祐 会長 

   
段々と押し迫りまして、とうとう今年最後の例会になり

ました。振り返りまして、皆様如何でしたでしょうか。そ

れぞれに思い出深き一年であったのではと御推察申し上げ

ます。 
先週の忘年会、大変盛り上がりまして楽しい一夜でござ

いました。好みはそれぞれおありでしょうが、本物はそれ

なりに感動するものだと感心させられました。 
今回の寒波は、先回に比べて雪の量も温度も大した事は

ない様に思っておりましたら、思いもよらず電気をやられ

まして、県下に大停電という被害をもたらしました。ＪＲ

は県下全線でストップ。新潟市は全市停電状態で市内はマ

ヒ状態に。全てが電気で動いている事を痛感させられまし 

た。例の占、ここまでは的中しております。１月の占は小雪、暖冬となっております。どうぞ的中致しますよ 
うにお祈りしながら今年最後のご挨拶とさせていただきます。 
良いお年をお迎え下さいますよう。来年お会い致しましょう。 
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新会員紹介  
 

 
  ◆渡邊 光郎（わたなべ みつろう）君 
   生年月日   昭和１５年 ６月１８日 
   勤務先   （株）誠晃舎 代表取締役 
          新潟市女池南２－１－１６ 
            ＴＥＬ ０２５－２８３－２５２５ 
            ＦＡＸ ０２５－２８５－２９４４ 
   自 宅    新潟市親松１３８－１ 
            ＴＥＬ ０２５－２８４－０７１４ 
   家 族    妻 
   趣 味    ゴルフ  海釣り  囲碁 
 
    
                                三条北ＲＣ 会 長   渕岡 茂君 
                                      実行委員長 木宮 隆君 
   三条北ＲＣは昭和６１年１２月、三条ＲＣをスポンサークラブとして創立され、来る平成１８年には創立 

２０周年を迎えることになりました。 
   変革する社会基盤の中で、２０周年を契機に真のロータリアンとして果たすべき役割を新たなる自覚のも 
  とで会員一人ひとりは一歩を踏み出してゆく所存です。 
   ２０年間の感謝の意を捧げるとともにこれからも一層のご指導を賜わりたく、感謝の集いを開催する運び 
  となりました。時節柄ご多用のところ誠に恐縮に存じますが、多くの皆様よりご出席賜わりますようお願い 
  かたがたご案内申し上げます。 

 『感謝・感動・飛躍の２０年』そしてガバナー誕生 

     と き   平成１８年 ４月２２日（土）  １０：３０～１４：３０ 
ところ   ハミングプラザＶＩＰ 

                                      三条北ロータリークラブ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
～１２月１９日 ￥５１，０００ 今年度累計￥５９０，０００～ 

  三条北ＲＣ 渕岡君 木宮君   
本日は三条北ＲＣの２０周年のご案内で出席致しました。よろしくお願い致します。 

  佐藤（栄）君   今年最後の例会です。 
卓話の戸内様、暮のお忙しい中ご苦労様です。何か私のことのようです！！ 
渡邊新会員、初出席おめでとう。 

  船久保君     戸内様、本日卓話ご苦労様です。宜しくお願い致します。 
新会員の渡邊光郎さんを歓迎して。 
今年最後の例会です、お世話になりました。来年も宜しくお願い致します。 

野崎君       卓話の当番です。本日は東京商工リサーチの戸内さんにお願いしております。宜しくお願

い致します。 
長谷川君     ○新会員をお迎えして。渡邊光郎さんをご紹介します。本日より仲間が一人加わりました。

皆様のご指導をお願い致します。 
○今年最後の例会です。皆様よいお年をお迎え下さい。 
○ＢＯＸに協力 

 田代君         ＢＯＸに協力致します。渡邊光郎新会員の入会を祝して。 
平松君      ＢＯＸに協力致します。戸内さんの話楽しみにしています。 
吉田（秀）君   １７年最終例会となりました。明１８年も宜しくお願いします。 

風が強く、体感温度が寒いです。 



 
田中（久）君   平穏無事の年と思っていたところ、１２月に入り、寒波、大雪、そして強風と停電、さて  

   来年はどうなりますか？ 皆さんよい年でありますよう願うのみであります。 
相田君      寒さ厳しい日が続いています。新年が参ります。良い年であることを願っています。 

会員の皆さん、今年は何かとお世話になりました。 
野島君      本年もいろいろとお世話になりました。 
安達君      １年間お世話になりました。皆様、良い年をお迎え下さい。 
佐藤（秀）君   佐藤会長さん、楽しい半期ご苦労様でした。後期も頑張って下さい。ＢＯＸに協力します。 
坂本君      今年も今日が最後の例会になりました。来る年も宜しくお願い致します。 

  野中君      Ｈ１７年最後の例会です。来年も宜しくお願いします。 
  住谷君      今年もお世話になりました。来年も良い年でありますように。 
  馬場（一）君   今年最後です。ＢＯＸに協力。 
  永桶君      結婚記念日にきれいな花をいただきました。有難うございました。 
  鈴木（武）君   先週の忘年会は楽しく過ごさせていただきました。 
  若井（博）君   先日の忘年会はドタキャンですみませんでした。 
  滝口君      風雪の止むことを願ってボックスに協力。 
  岡村君、坂井君、田中（悌）君、西巻君 

    ＢＯＸに協力致します。 
韮澤君      前例会の家族忘年会、盛上がった楽しい一夜でした。親睦委員の皆さんに感謝致します。 
         昨日の列車事故等、事故の多い年でありましたが、新年は良い年でありますよう、また、

会員の皆様のご多幸をお祈り申し上げます。 
 

 

 
 
                    

１月のお祝い 

【会員誕生】 
      １日・・馬塲信彦君     １日・・飯山勝義君     ２日・・坪井正康君  

      ３日・・平松修之君     ５日・・野中 悟君     ７日・・草野恒輔君 

      ８日・・丸田肇一君    １１日・・佐藤 譲君    １１日・・田中正佐久君 

     １４日・・佐藤秀夫君    ２２日・・谷 文光君（米山奨学生）    

２５日・・吉田 衛君      

【御夫人誕生】 

      １日・・吉田スミエ（秀治）さん      ２日・・荒澤政子（威彦）さん 

      ２日・・田中秀幸（悌司）さん       ３日・・馬塲淑子（信彦）さん 

      ４日・・馬場和子（茂夫）さん       ７日・・佐藤政子（栄祐）さん 

      ９日・・渡邉ノリ（光郎）さん      １０日・・永桶シイ（栄資）さん      

１１日・・天田敏江（匡）さん       ２３日・・星野敏江（健司）さん           

   

            ＊＊  お め で と う ご ざ い ま す  ＊＊ 

 

                                                

「伸びている会社と衰退している会社」      （株）東京商工リサーチ 新潟支店 

                               部長補佐  戸内 星一 様 
１． 会社を構成するために必要なものは何か 

＊次の３点がバランス良く構成されなければなりません。 

Ａ．人（社長、専務、常務、課長、係長、社員全員を含む） 

Ｂ．金 

Ｃ．物（販売する物には有形無形のものがあります）                      

 

２． 伸びている企業と衰退している会社の違い 

   伸びている会社は、ＮＯ．１の人、金、販売する３点のものが優れています。逆に衰退している会社は 

  その３点のうち何かが欠け、３点が欠けている会社は倒産しています。 

  なお、早めに会社を立て直す場合、３点のうち１点を良くすれば好転していきます。 



 

３． 人に関して 

     基本的には社長をトップに専務、常務、部長が積極的に活動   

しなければなりません。社員（役職を含む）は上司を見ており、     

上司が動かなければ部下も動きません。例えれば、子供は親の 

背中を見て育つのと同じ原理だと思います。これは絶対条件で 

す。 

優秀な社員（社長役職を含む）が一人でも存在すれば、会社

は順調に伸びる可能が高くなりますが、一人でも問題社員が

いると衰退する危険が発生してきます。 

 

４． 金に関して 

   企業にとって金は必要不可欠のもので、金がなければ何もで

きません。金をつくるにはどうすれば良いのか！ 

   会夜は利益を追求するものであって、慈善事業団体ではありません。そのため物を売って利益を上げ、そ

の利益を使って更に利益を上げることが原則で、利益のストックの仕方（設備投資・在庫・社長個人等々）

で、色々に違った効果が表れますが、基本的には現金をストックすることが必要です。 

   物を作ったり売ったりするため金が必要だが現在ない場合、この時に利用するのが銀行です。しかし、銀

行より資金を導入すると利息が取られ、利益の一部が減りますから、採算を十分に考慮しないといけません。 

  近年はこの銀行借入を勘違いしている企業が多く、利益補填資金導入の方法と間違えている会社があるよう

に思えます。 

 

５． 物に関して（有形・無形があります） 

   物とは有形無形のものがあり、これを販売して利益を確保します。扱う物により色々な効果が異なり、出

来るだけ同業他社を寄せ付けない物が必要ですが、同じ物を扱う会社が多いと販売競争になり、ダンピング

等から利益が低下します。 

   利益を確保するためには極力ダンピングを避けた販売が必要で、他社を寄せ付けない物が必要となります

が、伸びている企業は有形無形でこれを持っており、販売先にとっては有利となるため、売上に貢献し利益

を上げる結果となります。 

      

伸びている企業例 
 

Ａ社（県内） 

業種     ギフト用品卸販売 

資本金    ４，０００万円 

業績                     （売上高）     （税務署申告利益）（千円） 

        平成１４年１２月期      ７，５００，０００    ６００，０００ 

        平成１５年１２月期     １４，４００，０００  １，２００，０００ 

        平成１６年１２月期     １５，９００，０００  １，３００，０００ 

金融依存度  ０     

   この会社の社長をはじめ社員はよく働きます。営業では昔の三条商人にあった「旅にでる」営業の原点が

あるように感じ、県外営業は最低５～１０日出張に出る、近年は三条ではない営業が見られます。 

   金に関しては、近年の高収益と回収の良好なことから不足なく、自己資金操作が可能な財務状況にありま

す。設備（配送センター等の建設）の借入金は発生しますが、返済は早く長期に及ぶものではありません。 

   販売するものは独自の商品はありませんが、商品構成とカタログ製作良く売上に貢献、加えて「チョイス・

システム」を売り物として好評を得ていることが強みとなっています。 

 

Ｂ社（県内） 

 業種     各種金属プレス製品製造 

 資本金    １，０００万円 

業績                     （売上高）     （税務署申告利益）（千円） 

        平成１５年 ７月期        ８００，０００     ４１，０００ 

        平成１６年 ７月期        ９００，０００     ８１，０００ 

        平成１７年 ７月期      １，５００，０００    １９５，０００ 

 金融依存度  月商対比４．２倍（有利子負債構成比率 ２８．３％） 

    



   

 燕市に所在する会社で、現在好評を得ている「レミパン」を造って有名になっています。少数精鋭として

時間内労働に取組み、効率の良い作業に努めています。これにより在庫を極力押さえることが可能となり、

高収益を上げる結果、決算ボーナス等で利益を還元することが更に収益向上につながっています。 

   金は近年の高収益からキャッシュフロー的には不足なく、自己資金操作が可能な状況で、極力設備投資を

控え、資金負担や収益圧迫を抑え現金ストックしています。 

   製品は前述の如く、平野レミの協力を得て作った「レミパン」が現在主力となり、Ｂ社の強みとなってい

ます。この「レミパン」は機能だけでなく、素材から製造まで特殊な製法で、地元のみならず国外での製造

を困難とした真似の出来ない製品となっています。また、この効果で、大手会社に新製品売り込みも安易と

なり、現在も時期新製品も考えられています。 

 

Ｃ社（県内） 

 業種     酒造製造 

 資本金    １８，０００万円 

業績                     （売上高）     （税務署申告利益）（千円） 

        平成１５年 ９月期     １１，１００，０００  ３，２００，０００ 

        平成１６年 ９月期     １０，６００，０００  ３，１００，０００ 

 金融依存度  ０ 

   Ｃ社は「久保田」「朝日山」で有名な会社で、製造設備には資金を投下しますが、金の生まないものには

極力資金投下はしない会社です。自社の酒造りに必要な米は、委託で独自の米を生産しているとも聞きます。 

   特筆することは、借入金がないだけでなく、自己資本比率９６．６％で支払手形もなく、財務内容として

は県内ではトップクラスにあると思います。多額な設備投資も自己資金で行なわれる等、これがＣ社の強み

となっています。 

 

 

Ｄ社（県内）         

 業種     園芸用品、利器工匠具、作業工具卸販売 

 資本金    ４，２００万円 

業績                     （売上高）     （税務署申告利益）（千円） 

        平成１４年 ９月期      １，３９０，０００      １，１００ 

        平成１５年 ９月期      １，３９０，０００      １，２００ 

        平成１６年 ９月期      １，２６０，０００      ７，０００ 

 金融依存度  月商対比３．５倍（有利子負債構成比率 ７３．３％） 

   Ｄ社は内整理に入った会社で、昭和１０年創業の老舗です。順調に推移してきた会社ですが、近年は流通

経路変動から売上高はジリ貧、利益欠損により債務超過に陥り厳しい状況におかれた会社です。 

   時代の流れに乗り切れず、独自の商品がなく、加えて近年の金融システム（財務内容が債務超過、将来に

期待できない）に対応できない体質が整理に入る原因になったと考えます。 

 

以上については個人的な見解です。 

   業種柄、若干の差異はありますが、３社に共通していることは「人」「金」「物」があり、伸びている要因

となっています。逆に衰退している企業は、「人」「金」「物」の何かが欠け、それが衰退の要因となり、３

要素が欠けると倒産する事態となっています。 

   近年は老舗の倒産が増加していますが、これは老舗が「守りの経営」であることが言え、時代にマッチし

た経営にないことです。伸びている会社の経営は全て「攻めの経営」で、老舗であっても新たな組織造り、

システム、製品、商品を取り入れている会社は伸びています。 

   伸びている会社は、現状を崩さず、新たな展開を考察し更なる進展を目指し、後退傾向の会社並びに低迷

している会社は、「人」「金」「物」の１点を良くすることで会社は好転していくと思います。 

３点とも難しい問題です。特に人に関しては難しく、如何に使っていくか、それぞれの個性を生かし実績を

上げることが必要ですが、そうすると不平等であると不満も出、平等に扱うと実績が上がらないといった結

果にもなりかねません。 

   会社を変えようとする優秀な社員もおりますが、社員では言っても上司に反発され、聞き入れてもらえま

せん。その結果、提案した社員は窓際に置かれ、最悪の場合は意見が出来なくなり、起死回生の策を見逃し

て最悪の事態になりかねません。社員と上司の風通しの良い状態にしなければなりません。社員の意見を反

発と捉えるか、その違いをどうゆうふうに捉えるかが問題です。上司が頭を下げることも必要です。（意見

を認めることも必要です。 



             
   
 
 
 
 
 
 

 
                                 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 

この方は どなたでしょうか？ この方にお聞きしました。 

Ｑ１ あなたの年齢は何歳ですか Ａ：６９歳

Ｑ２ あなたの趣味は何ですか Ａ：登山・ゴルフ

Ｑ３ もし若くなれるなら何歳位になりたいですか　　 Ａ：２７歳

年になれたらどんな職業についていると思いますか Ａ：金物関係

Ｑ５ 一つだけ望みが叶うなら何を望みますか　　　　　　 Ａ：健康体で長寿

Ｑ６ 思い出に残るロータリーでの出来事はありますか

Ａ：イギリスのスコットランドで開催された国際大会参加時【エジンバラ、ロンドン観光）

Ｑ７ その他お話したいことはありますか
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ：ロータリアンで何時までいられるか？

Ｑ４ その

 
 

どなたかおわかりになりましたか？  

答えは 会員ギャラリー 「見て見て見て／フォトギャラリー」にあります。 

また、プリント週報は次週週報に答えを掲載いたします。  

【線画に戻る】 
          


