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キラリと光る技術を磨き ニッチトップを目指す！巻頭特集
石川県の産業の特徴の一つは特定分野で高い技術力を持ち、全国ナンバーワンのシェア
を誇るニッチトップ企業が多いことで、その数は現在約70社に上る。県ではシェアトップや
株式上場を目指す企業を支援するため、2005年度に「ニッチトップ企業等育成事業」を創
設。採択された企業には助成金が交付され、制度融資の融資限度額が拡大されるほか、
県や県工業試験場、ISICOが集中支援を実施している。今回の巻頭特集では今年度と昨
年度の採択企業の現在までの取り組みや将来ビジョンを紹介する。

だしは昆布とかつおから
家庭と同じ調理法で

　高齢者施設やシニア世帯向けに
調理済みチルド食品を製造、販売す
る大和。取引先は北海道から九州
まで全国に広がり、現在、1日に3万
6,000食を供給する。ここ5年間は年
率20％を超える勢いで、売り上げを伸
ばす急成長ぶりだ。そのため、2019
年4月には従来の工場の隣接地に延
べ床面積約3,300平方メートルの新工
場を竣工し、1日当たりの生産能力を
これまでの3倍となる4万5,000食まで
引き上げた。
　同社の業績が好調に推移する要
因の一つがおいしさだ。例えば、だし

は化学調味料を使わず、昆布とかつ
おから丁寧に取るほか、みりん風調
味料ではなく本みりんを使用、野菜
の約70％は国内で調達するなど、味
を左右する食材や工程には徹底的に
こだわっている。
　「肉じゃがを大量に作るなら、別々
に煮たジャガイモやニンジン、タマネ
ギ、豚肉を冷まして混ぜ合わせ、調味
用のだしを入れて袋に詰めるやり方
が効率的でコストも抑えられます。し
かし、これでは食材に味が十分しみ
こみません。ですから、当社では大き
な回転釜を使って、家庭で作るのと同
じやり方で作るようにしています」（津
田隆太郎社長）。
　無駄な工程を極力省きつつ、おい

しい食品を提供するためには手間暇
を惜しまない。同社に根付くそんな
企業文化が成長の牽引力となってい
るのだ。

メニューは2,000種類
「医療食」も提供

　また、メニューの豊富さも同社の
強みと言える。同業他社が多くても
800種類程度なのに対し、大和では約
2,000種類のメニューを提供。しかも、
月に15品の新メニューを開発する上、
既存メニューの中で注文が少ないも
のなど毎月10品を必ずリニューアルす
るなど、ラインアップの充実に絶え間な
く取り組んでいる。

味はもちろん、食の安心安全を追求
国内シェアを高め、海外展開も視野に

http://www.food-yamato.co.jp

CASE 1
（株） 大

や ま と

和
小松市串町35番地17
TEL. 0761-43-1155

■ 代 表 者 津田 隆太郎
■ 設　　立 1982年10月
■ 資 本 金 1,000万円
■ 従業員数 430名 （グループ企業含む）
■ 事業内容 シニア（施設・個人）向け
 調理済み食品の製造、販売など

大和が製造するチルド食品。
高齢者施設などではパック
詰めされたものを温めて盛り
付ける。
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キラリと光る技術を磨き ニッチトップを目指す！

　糖尿病や腎臓病などを患っている人
のために、カロリーやタンパク質、塩分
を調節した「医療食」を作っていること
もメニューが増える理由だ。同社では
創業後間もなく、小松市内の事業所に
弁当を宅配していた1985年頃から栄養
士が献立を作って、栄養価を記載した
メニューを配布しており、こうした取り
組みが健康に配慮したシニア向け食ビ
ジネスにつながった。
　もちろん、現在も管理栄養士と栄養
士を合わせて8人が在籍してレシピ開
発を担当するほか、新たなサービスとし
て、同社の食品を利用する高齢者に日
頃の食生活で気をつけてほしい点など
について電話でアドバイスする栄養相
談窓口の開設に向け、準備を進めてい
る。

助成金を活用し
認証取得やECサイト構築

　津田社長によれば、シニア向け食品
市場は2042年まで拡大が続くと見込
まれている。その上、一般の冷凍食品
やレトルト食品に比べて参入障壁が低
いため、数多くのライバルがひしめき合
い、最大手でもシェアは20％未満にと
どまる。中堅企業として徐 に々存在感
を増す大和のシェアは現在3 ～ 4％で、
2025年にはこれを10％にまで高める目
標を掲げ、2019年には県のニッチトッ
プ企業等育成事業に採択された。
　飽くなきおいしさの追求やメニュー
の充実などに加え、助成金を活用して
同社が取り組むのが日本発の食品安

全管理規格「JFS」
の 認 証 取 得であ
る。JFSには食品
衛生管理の国際基
準として知られる

「HACCP（ハサッ
プ）」の内容も含まれており、工場見学
に来られない取引先や利用者に対して
も安心安全な生産体制が整っているこ
とをPRし、一層の受注拡大の呼び水
とする。
　また、取引先をはじめ、ゆくゆくは一
般消費者にも自社ブランドの加工食品
を販売するためのECサイトの構築も
計画している。

冷凍食品の開発を開始
アジア市場の調査も

　2020年からはISICOのチャレンジ
ファンドの支援を受け、冷凍食品の研
究開発にも着手した。チルド食品はあ
まり日持ちしないため、現在は高齢者
施設などへ必要な数だけ毎日発送し
ているが、長期保存可能な冷凍食品で
あれば、その頻度を減らすことができ
るので、人手不足が深刻化している物
流業者への負荷を減らすことにつなが
る。また、施設でストックしてもらえるた
め、急に入所者が増えた際などにも柔
軟に対応できるようになる。大和が働
き方改革を進める上でも、ストックしや
すい冷凍食品の割合を増やすメリット
は大きい。
　また、冷凍食品の研究開発は将来の
海外進出に向けた布石でもある。「市

場が拡大基調で会社に体力のあるうち
に海外に販路を広げたい。現地工場
を立ち上げる手もあるが、メード・イン・
ジャパンのブランド力を生かすために
は、日本で生産した冷凍食品を輸出し
て販売する方が商機が大きい」。津田
社長はそう展望し、既にジェトロの支援
を受け、アジア市場のマーケティング
調査にも取り組んでいる。
　シニア世代の健康を日常の食事から
サポートするノウハウが、今後高齢化が
進む海外でも必要とされることは間違
いなく、大和の国境を越えた取り組み
にも注目が集まる。

国内市場でのシェア拡大と海外へ
の販路開拓を見据え、着々と新た
な一手を打つ津田隆太郎社長。

工場内での製造風景。特大サイズの釜で調理師が食材
の火の通り具合などを確認しながら手作りする。
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キラリと光る技術を磨き ニッチトップを目指す！巻頭特集

従来法に比べて
人手も時間も大幅削減

　五大開発がニッチトップ企業等育
成事業に採択され取り組むのは、3
次元点群作成システム「PoiCL（ポ
イクル）」のシェア拡大である。
　まずは上にある画像を見てほしい。
これはPoiCLで作成した画像だ。一
見すると写真のようにも見えるが、こ
れは点群、つまり無数の点の集まりに
よって構成された画像である。点に
はそれぞれ3次元の座標情報が含ま
れているため、このデータを使えば、
パソコン上で点と点の間の距離や角
度を測定したり、断面を見たりするこ
とが可能だ。これらの3次元の点群
データを、ドローンやデジタルカメラ、
スマートフォンなどで撮影したデジタ
ル写真から作成するのがPoiCLで
ある。
　ではPoiCLはどのような場面で
重宝するのか。その一つが災害時の

復旧工事である。例えば台風や豪雨
によって、道路ののり面が崩れ落ちた
としよう。のり面を補修、補強するた
めには、まず崩落の規模など現場の
状況を把握することが不可欠だ。こ
うした事前調査では通常、人が現場
に入って測量した情報をCADに入
力して図面データを作成する。一方、
PoiCLを使えば、現場で撮影した
写真のデータをシステムに取り込む
だけで同様のデータができあがるた
め、必要となる人手も時間も大幅に削
減できる。「規模が分かればコストも
計算できる。施主にとってはこれが
重要」と話すのは服部克典営業部長
だ。
　このほか、建築物や土木構造物を
設計する際の事前調査に役立つほ
か、設計者と施主が打ち合わせる際、
平面図を使うよりも現場のイメージを
視覚的、立体的に共有しやすくなるな
ど、さまざまな場面で活用が見込まれ
ている。

誰でも簡単に使えるよう
機能を絞り込む

　2次元のデジタル写真から3次元の
座標情報を持った点群データを作成
するために使われているのが、SfM

（Structure from Motion）と呼ば
れる技術である。SfMは対象物を複
数の視点から撮影し、画像処理と空
中三角測量の手法を用いて3次元の
座標を解析する手法だ。わずかにア
ングルを変えて撮影した2枚の写真を、
左右の目で別々に見ると被写体が立
体感をもって浮かび上がる「ステレオ
写真（立体写真）」を試した経験のあ
る人も多いだろう。SfMもこのステレ
オ写真と同様の原理を利用して、2次
元のデジタル写真には含まれていな
い奥行きの情報を得ているのだ。
　SfMを用いた3次元点群作成システ
ムはほかにもある。これらのシステム
はPoiCLに比べれば高精度・多機
能だ。しかし、その分、多くのデジタル

写真から素早く3次元データを作成
災害時の復旧工事をよりスピーディーに

https://www.godai.co.jp

CASE 2
五大開発 （株） 
金沢市黒田１丁目35番地
TEL. 076-240-6588

■ 代 表 者 石川 通、小田 兼雄
■ 設　　立 1965年3月
■ 資 本 金 5,500万円
■ 従業員数 70名
■ 事業内容 建設コンサルティング、ソフトウ

ェア開発・ITコンサルティング

「PoiCL」で作成した3次元
点群データ。無数の点で構
成され、その一つ一つに座
標情報が含まれている。
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写真が必要で、データ作成にも時間が
かかる上、使いこなすのが難しく価格も
高額である。その点、PoiCLは現場
全体をざっくりとスピーディーに把握す
るという機能だけに特化して価格を抑
え、使いやすさを追求。関家史郎営業
副部長は「デジタル写真さえ、ちゃんと
撮れていれば、導入初日から使いこな
すことができる」と胸を張る。

10年越しの挑戦
三度目の正直で完成

　そもそも同社がPoiCLの開発に取
り組み始めたのは10年以上前にさかの
ぼる。災害時に一刻も早く現場の規模
を把握したい。そんなニーズに応える
ため開発に着手したものの、カメラのセ
ンサーサイズや焦点距離など3次元の
座標を求めるために必要な情報が公
開されていなかった上、コア技術とな
るSfMにも手を焼き、開発は二度にわ
たって頓挫した。
　三度目の正直でPoiCLの開発が成
功したポイントは二つある。一つはデ
ジタルカメラの普及に伴い、センサーサ

イズなどの情報が公開され、容易に入
手できるようになったことだ。もう一つ
のハードルであるSfMについても、一
般に公開され誰でも無償で活用できる
オープンソースシステムを利用して解決
につなげた。
　開発にあたっては地形解析で豊富
なノウハウを持つ砂防エンジニアリング

（埼玉県）、測量学を専門とする第一工
業大学（鹿児島県）の田中龍児教授か
らも協力を得た。

外部の知見生かし
販促活動を加速

　2019年8月の発売後は建設土木会社
を中心に営業活動を展開し、200本販
売すればヒットと言われる中、現在まで
に168本を売り上げ順調なスタートダッ
シュを切った。
　2020年10月からは県のニッチトッ
プ企業等育成事業の後押しを受け、
販 路 拡大を一層加速させる。「い
い製品を作るだけでなく、いかに
PRするかが課題。（県や県工業試
験 場、ISICOで 構 成 する） 支 援

チームから知恵やノウハウ、情報を
いただきながら、拡販に努めたい」。
そう意気込むのは五大開発でプ
ロジェクトを統括する石川智英常務だ。
今後は補助金も活用しながら、製品パ
ンフレットを改訂し、地盤工学会や地
滑り学会、土木学会で催される展示会
に出展するほか、ユーザーのニーズを取
り入れ、システムのバージョンアップに
も取り組む。
　同社は建設コンサルタントでありな
がら、業務に必要なソフトを開発、販売
するという全国的にも極めて珍しい会
社だ。特に斜面防災に関するソフトで
強みを発揮し、これまでも斜面に鉄筋
などの補強材を挿入して得られる安定
性や概算工事費を計算する「補強土」
など、いくつものトップシェア製品を生
み出してきた。地球温暖化によって自
然災害が多発し、建設業界の人手不足
が深刻化する中、PoiCLのニーズは
ますます高まると予想され、これらに続
くニッチトップ製品として成長すること
を期待したい。

「PoiCL」のシェア拡大に取り組む石
川智英常務（写真中央）、服部克典
営業部長（同右）、関家史郎営業副
部長（同左）。

「PoiCL」などの開発に取り組む五大開発
の開発室。ユーザーと開発者が同じ社
内にいるため使い勝手のいいソフトを開
発できる。



カクテルブーム追い風に
アメリカ西海岸を開拓

　クラモト氷業がアメリカ市場に進出したのは 2019
年 1月からで、業務用氷を海外に輸出するのは国内
初の取り組みとなる。西海岸のロサンゼルス、サンフ
ランシスコやラスベガス、シカゴ、テキサスなどに展開
し、現在は東海岸のニューヨークにも狙いを定め、レ
ストランやバーなどの飲食店を中心に出荷している。
　海外市場で展開するのも国内と同じブランド「金澤
氷室」で、金沢市湊の製氷工場で作る不純物が極
めて少ない純氷だ。家庭用冷凍庫がマイナス20度く
らいの設定となっているのに対し、同社ではマイナス
8度からマイナス10 度ほどで、空気を送り込んで攪

かく

拌
はん

したり、きれいな水を追加したりしながら48 時間
かけてじっくりと凍らせていく。こうすることで水中
のわずかな空気やミネラル分を取り除き、溶けにくく、

溶けてもすっきりとした味わいの純氷に仕上がる。
　「アメリカではグラスに氷を入れてお酒を飲まない
人が多く、製氷業は発展していなかったが、近年の
カクテルブームでおいしい氷が求められている」と、
話すのは海外事業を引っ張る蔵本和彦専務。そんな
アメリカの需要をつかみ、高品質が魅力の金澤氷室
はコロナ禍でも輸出量を増やし、市場開拓 2 年目で
海外事業の売り上げ
は同社全体の 8％近
くに達する見込みだ。
ラスベガスのホテル
チェーンへの取り引き
が決まるなど追い風は

㈱クラモト氷業
https://www.ice-kuramoto.jp
金沢市東山3-2-22（本社）
TEL. 076-238-0055

■ 代  表  者 蔵本 顕彦
■ 創　　業 1923年
■ 資 本 金 300万円
■ 従業員数 13名
■ 事業内容 純氷の製造・販売、かき氷の移動販売など

氷室の仕込みや氷室開きは今も続く金沢の伝統行事で、藩政期には加賀藩がこの雪氷を江戸の将軍家に
献上していたとの文献が残っている。そして、時代を経て令和となった今、氷室の名を冠した氷は、石川から
遠く海を越えてアメリカにまで運ばれている。手がけるのは1923年創業のクラモト氷業（金沢市）。100周年
を間近に控えた老舗企業では、新市場開拓という挑戦が本格化している。

「ISICO には事業承継など多岐に
わたるサポートを受けている。今後
も人材のマッチングなど、ぜひとも
いろいろなアドバイスをいただきた
い」（蔵本和彦専務）。

◀︎アメリカ市場に売り込む同社の「金澤氷室」。金沢の知名度向
上にもつなげるため、あえて国内と同じブランド名で展開する。

“氷”の可能性を探求する老舗企業



さらに強く吹いており、同社では 3 年目には海外の
売上高を全体の30％近くにまで押し上げていく計画
を立てている。

SNSでの夢の発信が
海外進出の突破口に

　長年にわたって北陸を営業エリアとしてきた同社が、
海外進出を思い描いたのは 2014 年からだ。蔵本専務
が新婚旅行で訪れたラスベガスのバーで現地の氷を目
にし、商機を感じ取ったのがきっかけで、以来、将来の
夢としてアメリカ進出をSNSで発信し続けてきた。
　その思いは、3 年後にかかってきた1本の電話で
大きく動き出す。相手は日本の食品を扱う商社に勤
めるロサンゼルス在住の日本人で、高級なレストランや
バーでドリンクに使う品質の良い業務用氷を探してい
た。ところが、現地では納得のいく製品が見つからず、
そんな中、アメリカンドリームを熱く語る蔵本専務の
SNSに目が止まったという。そして、同社のホームペー
ジなどを通して品質を確信し、海外から直接、電話を
かけてきた。実際に顔を合わせ、互いに展望を話し合
う中で、両者の狙いががっちりとかみ合い、老舗企業
の海外戦略は一気に加速していった。

ものづくり補助金で
自動計量機を導入

　もちろん、高品質と当事者の熱意だけで初の海外
進出が成功したわけではない。同社では、市場調査
を徹底し、外部のクリエイターとともにプロモーショ
ン方法に知恵を絞るなど綿密な戦略を練った。その
一つが、商品化する氷のサイズだ。アメリカでは大き
めのグラスを使う店が多く、加工する氷のサイズも合
わせて変更。キューブタイプは国内で一般的な45ミ
リから50ミリ四方に広げ、かち割り氷も大きめに砕
いたものを使っている。
　アメリカ進出を見据え、2019年には ISICOのサ
ポートのもと、「ものづくり補助金」を活用してコン
ピュータースケール（自動計量機）も導入した。同社
では、形のふぞろいなかち割り氷をパッケージする際、
従来は容量の目安となるマスに詰め、その上で実際に
計量して人の手で調整していた。一方、自動計量機で
はこの作業を削減し、砕いた氷を運んで重さを測り、
パッケージに詰めるまでを自動化できる。これにより、

かつては社員が付きっ
きりで作業していた負
担がゼロになり、袋詰
めまでにかかる時間も
20％近く短縮した。省
力化とスピード化は氷
が破損したり、溶けた
りするリスクの回避にも
つながり、品質向上に
も効果を発揮している。

フードロス削減も視野に
オリジナルかき氷を販売

　さらに、海外市場だけでなく、国内でも挑戦をス
タートさせている。それが「クラモトアイス」と名付け、
今年 6月から始めたかき氷の移動販売だ。特徴は、
県内の農家・茶舗などと連携して開発した野菜や果
物、玉露、棒茶などのオリジナルシロップにある。自
社工場や地域イベントなどに出店して人気を集めてお
り、蔵本専務は「シロップならば規格外の素材でも
活用でき、フードロス削減にも貢献できる。地元の豊
かな食材を使った商品で、石川をかき氷のまちにして
いきたい」と展望を語る。
　そんな新たな夢への一歩として、同社ではチャレン
ジファンドの採択を受け、カップかき氷の開発にも力
を入れる。長期間冷凍保存しても固くならず、やわら
かな食感を残す方法に苦心しているものの、「2021
年冬には発売にこぎ着けたい」と商品化への意欲は
高い。カップかき氷は、寒い時でもこたつに入って食
べるほど、アイス好きな石川の県民性をとらえ、夏場
に比べて大きく落ち込む冬場の製氷需要を掘り起こす
のが狙いだ。
　氷を扱っているからといって冷める気配は全くな
い。大きく燃え上がった情熱をエンジンに、同社は、
“氷”の可能性を探求する道を走り続けていく。

コンピュータースケールの導入で、かち割り氷
の製造が大幅に効率化した。

フードロス削減も
視野に入れたかき
氷を販売。サステ
ナビリティ（持続
可能性）を考えた
事業展開は、欧米
に進出する上で重
要な視点の一つと
なっている。



各種支援制度の利用者に聞く

ISICOでは、企業の成長をサポートするため
さまざまな支援制度を用意しています。

制度を利用して事業の拡大に成功した企業の取り組みを紹介します。

　マシニングセンタやNC旋盤をそろ
える永井鉄工所では、手のひらサイズ
の小さな部品の切削加工を得意とし、
1個の試作品から数万個単位の大量
生産品まで幅広いニーズに応えてい
る。県内外のさまざまな機械メーカー
に製品を納め、その中には半導体製

造機器に用いるものなど極めて高い
精度の部品も少なくない。
　そんな同社が、ISICOの専門家
派遣制度の利用を始めたのは2019年
8月からだ。以来、大手自動車メーカー
で開発・生産プロジェクトを担当した
経験を持ち、中小企業の経営改善を
手がけるアドバイザーが月に1回訪れ、
8人の社員とともにQC活動にあたっ
ている。

　まず取り組んだのが、バルブ機器
や産業機械などの継ぎ手部品の量
産製造プロセスの改善だ。これは同
社にとって主力となる商品で、外内径
の公差が100分の2ミリという精密さ
を求められ、ある程度の不具合が発
生していたため、不良率の低減を目指
し、アドバイザーと社員が一丸となっ
て活動に着手。8カ月後の2020年3月
には不良率を半減させることに成功
した。

　専門家派遣1年目から成果を上げた
背景には、細かなデータ収集がある。

データをもとに対策
意識改革も大きな成果

1個から大量生産まで
多彩なニーズに対応

 8カ月で主力部品の不良率を半減
専門家派遣でQC活動が進展
作業効率や安全性、品質の向上などを目的とした「QC活動」は、業界に関
わらず、ものづくりの現場では欠かせない取り組みだ。ただ、始めてはみた
ものの、なかなか思ったような成果が上がらずに頭を悩ませている企業も少
なくないだろう。各種小物精密部品製造を手がける白山市の永井鉄工所で
は、ISICOの専門家派遣制度を利用したことをきっかけにQC活動が大きく
前進している。

（株） 永井鉄工所

■ 事業内容 ： 各種小物精密部品

白山市村井町2626
TEL. 076-275-5129
http://nagaitk.com
■ 代表者 ： 永井 史郎
■ 創　業 ： 1961年6月
■ 資本金 ： 500万円
■ 従業員数 ： 23名

さまざまな切削加工機器をそろえ、多種多様な部品
の製造に対応している。



同社では、これまでも不良品が出た
際、日付と個数、不良内容を書き残し
ていたが、派遣制度活用後は不具合
が出た時間帯や原因とその対策まで
も記録するように変更。より多くのデー
タを集めて分析する中で、切りくずが
刃具に巻きつくことが加工精度の落ち
る原因だと突き止めた。
　そこで、対策として、切削油をかける
ノズルの角度や大きさを細かく調整し
たり、刃具そのものの長さを短くしたり
して切りくずが巻きつかないようにし
た。さらに、NC旋盤に搭載する複数
の刃具の位置を見直したことも切削時
のトラブル回避につながった。
　目に見える成果だけでなく、社員の
意識が変わったことも大きな収穫だ。
同社では、20年ほど前から品質向上
や作業の効率化などを目的に、毎週勉
強会を開いてきたが、近年はあまり効
果が上がっていなかった。「正直なと
ころ、日々の仕事に精一杯で、なあな
あの雰囲気があったかもしれない。そ
れが専門家の視点が入ることで雰囲
気ががらりと変わった」と話すのは、
同社のQC活動の先頭に立つ永井康
裕専務だ。外部からの刺激を受けて

社員からも積極的にアイデアが出るよ
うになったという。

　専門家派遣2年目となる2020年度
は、QC活動を全社的な取り組みへと
拡大した。その一環として力を入れる
のが、3S（整理・整頓・清掃）活動で
ある。週に1回、時間を設け、パート従
業員も含めた全員で、各自の担当する
作業スペースの3Sを徹底している。
　加えて、段取りの標準化も進めてい
る。現在は上司や先輩からの指導を
ベースに各従業員が経験に基づいて
作業しており、マニュアルなどは整備し
ていなかった。そこで、同
社では作業手順をビデオ
撮影し、動画をもとにアド
バイザーと社員で無駄を
省いて効率化できるとこ
ろがないかを探っており、
ゆくゆくは設備ごとに効率
的な段取りをまとめた標準
作業書を整える考えだ。
　同社では、かねてから工

作機械をカスタマイズして複雑な作
業手順を簡素化したり、育児と仕事を
両立できる環境を整えたりするなど、
女性が活躍できるよう知恵を絞ってい
る。今後もQC活動を通じて、主婦を
中心としたパート従業員も働きやすい
環境づくりを加速させる。

　専門家派遣制度を利用し、同社が
現場の改善に全力を傾ける理由は、
年々激しさを増す競争に打ち勝って
いくためだ。近年では、ベトナムなど、
海外の部品メーカーとの競合も少なく
ないという。
　「目まぐるしく状況が変わる中で、生
産性や品質の向上、短納期化は待った
なしだ」。こう話す永井専務はスピー
ド感のある事業戦略に力を入れ、今
年10月には顧客が海外に構える生産
拠点に向けて部品の輸出をスタートさ
せた。これからも顧客のニーズに応え、
新たな取り組みに果敢に挑んでいく方
針だ。並行して、社長である父からの
事業承継を控え、永井専務は工場長
とともに改善活動を一層推し進め、ど
んな荒波もわたっていける企業体力を
蓄える戦略を立てている。

3Sや段取り改善に着手
全社的な活動へと展開

一層の省力化と効率化で
競争力強化が不可欠

動画で撮影して検証することで、普段の作業では気づきにくい改善点が見えてくる。

「ISICO の前身のころから約 40 年
にわたり、受注開拓などでお世話に
なっていると聞いている。これからも
技術力強化など、多方面でアドバイ
スをお願いしたい」（永井康裕専務）。
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社長交代が支援の条件

　たち吉は平たく言えば京都の
茶碗屋です。創業は1752 年にさ
かのぼります。飛躍したきっかけ
は戦後、法人化して全国の百貨
店に売り場を持ったことでした。
しかし、その百貨店の売り上げ
が 1991年をピークに不振に陥る
と、たち吉の業績も悪化の一途
をたどりました。その後、7回に
わたって早期退職者を募り、そ
のたびに割増退職金の原資を金
融機関から借り入れたことも経営
を圧迫しました。
　2001年に入社した私が、父に
代わって社長に就いたのは 2010
年 6月です。代替わりは金融機
関の要望でした。父が社長のまま
では支援の継続は難しいと金融
機関から遠回しに意思表示され
たのです。係長になって数カ月の
私でしたが、断れば支援を打ち切
られ、商売が続けられませんか
ら、断るという選択肢はありませ
んでした。

計画未達で譲渡を決断

　金融機関からは支援の継続に
向け、事業再生計画の策定を求
められました。策定に当たっては
金融機関が推薦するコンサルティ
ング会社との協力が必須でした。

数千万円の投資を余儀なくされま
したが、このときは良い計画を作
ることができませんでした。
　続いて 2012 年 5月、地元の
金融機関が紹介してくれたコンサ
ルティング会社とともに再度、事
業再生計画を策定しました。今
度は計画自体はよかったものの
売り上げが下げ止まらず、2014
年 3月期決算が計画未達の見通
しとなった時点で、外部資金の導
入を決断しました。
　当時のたち吉にとって最も重要
だったのは、仕入れ先には 1円
の迷惑もかけないということでし
た。というのも、たち吉は自社で
製造せず、全国各地のメーカーや
窯元に作ってもらった品物を販売
していたからです。社員はこれま
で何度も早期退職者を募ってき
た経緯を考慮し、優先順位を2
番目にしました。

承継は第二会社方式で

　2014 年 1月から半年かけて、
自主再建を諦めて外部資金を導
入することを金融機関に説明し、
内諾を得ました。7月からは地元
の金融機関、仲介会社とともに
スポンサー探しを始め、10月に
は国内投資ファンドに内定しまし
た。11月に臨時取締役会で譲渡
を決定後、翌年 2月に従業員向

けの説明会を開き、3月末に事業
承継を完了しました。承継は第二
会社方式で進め、茶碗屋としての
事業のみを投資ファンドにお渡し
し、負債のある旧たち吉は特別精
算しました。
　業績が悪いながらも譲渡でき
た理由としては、まず私個人と身
内で 2/3を超える株を所有して
いたことが挙げられます。金融
機関や社員が最後まで支え続け
てくれたことも大きな要因です。ま
た、伝統的に財務管理がしっかり
しており、これも信用につながり
ました。
　古いものにしがみつくのでな
く、しなやかに変化し続けてい
るからこそ、京都には良い会社
が残っていると言われます。岡田
家がたち吉を存続できなかった
のは景気のいい時期にしなやか
に変化できなかったからです。会
社は変化し続けるのが当たり前
です。皆さんも事業承継を考えて
いるならば、ぜひ早めに ISICO
に相談してください。

江戸時代から続く、家業の事業譲渡
岡田 高幸 氏 直鞍ビジネス支援センター N-biz センター長／社会保険労務士講師

企業の存続にはしなやかな変化が必要

早めに専門機関に相談を
ISICOは11月6日、県地場産業振興センターで「事業承継セミナー」を開催しました。江戸時代から続く和食器販売の
老舗「たち吉」を投資ファンドに譲渡した創業家出身の最後の経営者、岡田高幸氏が講演したほか、県内３社の女性
経営者がパネルディスカッションで事業を引き継いだ経験談を話しました。その内容をダイジェストで紹介します。

事業承継セミナー

基調
講演
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　前の経営者で創業者である夫が
がんで亡くなったため、1998年に事
業承継しました。夫が余命宣告を受
けたのはその2、3年前です。M＆Aも
検討しましたが、「全社員の雇用を守
るのが自分の責任だ。（たとえM＆A
をしても）うちと同じ条件で働ける会
社はない。借入金もあり、社員には
任せられないのだから身内のお前が
やるしかない」という夫の言葉で覚
悟を決めました。経営に携わった経
験はなかったので、存命の間は夫と
伴走し、亡くなった後は金融機関や
会計士、社労士のもとに足繁く通っ
て経営に必要なことを教えてもらいま
した。社長としての夫の最後の仕事
は、社員一人一人との面談でした。
仕事や会社にかける思いをしっかり
と受け止めた社員が頑張ってくれた
おかげで、今日まで事業を継続してく
ることができました。事業承継を考え
るならば早めに計画を立てることが
大切です。私も現在、2年後の退任
を見据え、娘婿にバトンを渡す予定
で準備を進めています。

　私は2001年にヤマダタッケンに
入社しました。住宅営業は未経験
でしたが、トップの成績を上げるよう
になると事業運営に意見する機会
が増え、2010年から常務を務め、
2015年に創業者（現会長）に代
わって代表に就任しました。創業者
には息子がいて、いずれは彼に事業
承継する予定です。ただ、現在26
歳と若いため、創業者には「ワンクッ
ション挟みたい」という意向がありま
した。大きな不安を感じずに引き受
けることができたのは、これまで一緒
に会社を作り上げてきた社員の後押
しがあったからです。年齢や性別な
どがハードルになり、すぐに親族に承
継できない場合は社員に一時任せ
るのも一つの手です。他の社員が会
社に目を向けてくれるきっかけになる
というメリットもあると思います。当社
では今年から後継者教育をスタート
しました。私も次にやりたいことがあ
りますから、彼が成長し、全社員から
信頼してもらえるようになった時点で
退任しようと思っています。

トップ営業から
社長に抜擢

シナジーを期待し
上場企業とM＆A

村木 峰子 氏
（株）ムラキ工業 代表取締役社長

澤野 恵 氏
（株）ヤマダタッケン 代表取締役

　シーピーユーは私が36歳で創業
し、もともとは死ぬまで社長を務める
つもりでした。しかし、大動脈解離を
二度患って気が弱くなり、事業承継
を考えるようになりました。M＆Aを手
がける東京の会社から話を持ちかけ
られたのは2013年頃のことです。上
場企業を対象に探してもらい、最終
的に10社と面談しました。その中か
ら「当社のブランドをそのまま維持す
る」「社員・役員の待遇が現在を下回
らない」といった条件を承諾してくれ
た3社に絞り、このうち2番目に高い
金額を提示した協和エクシオに株式
を譲渡しました。最高額を提示した企
業でなく、協和エクシオを選んだのは
当社と最もシナジーを見込めるからで
す。実は当初、取締役会で否決され
たため、組織改革を進め、新役員に
2年かけて説得いたしました。現在は
以前から将来の後継者と見込んで
いた社員が社長に就いています。今
期は親会社の応援もあり、コロナ禍
の中ではありますが過去最高益を上
げ、大変うれしく思っています。

宮川 昌江 氏
（株）シーピーユー 相談役

亡夫に代わって
会社を切り盛り



イシコ・トピックス

　ISICOは10月から11月にかけて、(株)リミートミー代表取締役社長の安藤順子
氏を講師として招き、「令和２年度複雑化時代のISICO人材マネジメント塾　メ
ンバーの知を結集して、チーム全体を伸ばしていくファシリテーション実践研修
（全4回）」を開催しました。
　この研修は、働き方改革や新型コロナウイルス感染症拡大の影響でさまざま
な仕事スタイルが急速に広がる中、生産性向上
のために重要な「コミュニケーションの本質」
を認識するための方法として、会議などで場や
人の活性化を促すファシリテーション力を習得
することを目的としています。当日はデモ会議な
ど実践的な内容も含めた研修を行い、受講者は
熱心に会話に参加していました。

　ISICOは11月に、近年働き方改革で注目され
ているRPA（Robotic Process Automation／定
型的な事務作業の自動化）のツールに実際に
触れてもらう体験会を実施しました。
　13日に「UiPath」、17日に「BizRobo!」、19日
に「WinActor」、24日に「Autoジョブ名人」と、
４つのRPAツールの体験会を開催し、基本的
な操作を学んだ後、ベンダーが提示したテー

マで実際にプログラムを作る体験を行いました。
　参加企業からは「実際に操作ができて導入時のイメージを持ちやすい」「RPAで
何ができるかよく分かった」などの声があり、導入に向けて真剣に学んでいました。

場や人の活性化を促すファシリテーション力を学ぶ
「メンバーの知を結集して、チーム全体を伸ばしていく
ファシリテーション実践研修」開催

業務改善のためのツールを実際に体験
「RPA体験会」を開催

体験を重視した実践的な研修を開催

　中部経済産業局とISICOは10月27日に「経験値活用型サポート人材交流会」を
地場産業振興センターで開催しました。
　この交流会は人手・人材不足に悩む地域の中小企業・小規模事業者が、自社の
経営課題を人の補充で解決するのではなく、特定の課題に長けた人材の知恵やア

イデアを活用し、生産性を高めて企業基盤を強化
することで解決を図ることを目的としています。
　当日は県内企業12社とサポート人材38名が参加
し、各企業が3～5名の人材と面談しました。中には
2次面談に進み契約が成立した企業もあり、参加者
の満足度も高く、盛況のうちに終わりました。

自社の課題解決のための人材マッチング
「経験値活用型サポート人材交流会」を開催

課題解決を目指す企業と専門性の
高い人材が面談

参加者自らプログラミングし、操作性や利便性
を体感
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　2020年ももう終わりますね。今年は本
当にコロナに振り回された1年でした。2月
頃には「まあ夏には終息しているかな～」
と思っていたのですが、全国的に見るとい
まだに感染者は増え続けている状況で、
まだまだ安心できませんね。一刻も早い終
息を願うばかりです。
　今号で紹介させていただいたクラモト
氷業さんのかき氷移動販売ですが、私も
以前購入する機会がありまして、その時は
「かぼちゃミルク」のシロップをいただき
ました。素材の味が生きた甘すぎないシ
ロップに、ふわふわの氷でとても美味し
かったです。今シーズンはもう終了してしま
いましたが、また次の機会に他のシロップ
も食べてみたいです。今は冬場に売るカッ
プかき氷を開発中とのことで、例に漏れず
冬場でもヒーターをつけてアイスを食べる
アイス好き石川県民の私は発売がとても楽
しみです(笑)（M）

※誌面制作に当たっては、マスクの着用など感染症対
策を行った上で取材いたしました。取材対象者に
は、撮影時のみマスクを外していただき、その際も取
材スタッフとの距離に十分配慮いたしました。


