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　本稿は、本誌『アクセス埼玉』2021年９月号の
「特集　ものづくり中小企業における事業承継～
女性経営者の特性を生かした事業承継の在り方を
目指して～」（近藤、2021a）の続編です。2021
年９月号では、本号に関連して実施したアンケー
ト調査の結果を紹介しました。本号は、執筆後に
追加で実施したインタビュー調査を加味して、本
研究全体をまとめたものです。

※

１．研究目的
　親族内承継、特に親から子への事業承継におい
て、事例は親（父親）から子（息子）の事業承継
がメインとなっています。しかし、近年、女性経
営者の比率が上昇していることから、親から子

（娘）への事業承継も多くなってきています。
　事業承継を受けた女性経営者の多くが団塊ジュ
ニア世代と思われ、50歳代を迎えつつあります。
そこで出てくる経営上の問題が、母親（女性経営
者）から子（息子や娘）への親族内承継問題です。

父と子の関係から、母と子の関係における事業承
継に変わるのです。
　筆者は、この父と子の関係から、母と子の関係
で変わる事業承継において、従来と異なる点、従
来と同一の点、承継後の経営の特徴について、実
証研究、特に女性経営者への実態調査によって明
らかにしていきたいと考えました。本研究により、
今後ますます進むと思われる女性経営者の増加に
より、将来必ず増加する母から子への親族内事業
承継を円滑に行うための経営的課題に対する解決
策を提示できるものと考えています。

特 集

女性経営者の経営戦略モデルの構築を目指して女性経営者の経営戦略モデルの構築を目指して
～ものづくり中小企業における女性の特性を生かす女性経営者の事業承継～～ものづくり中小企業における女性の特性を生かす女性経営者の事業承継～

岩手県立大学　総合政策学部岩手県立大学　総合政策学部
准教授　近藤 信一准教授　近藤 信一

２．研究方法と研究概要
　実態調査を進める上での研究方法として、アン
ケート調査による量的調査とインタビュー調査に
よる質的調査の両方を行うMixed（混合的）アプロ
ーチを採用しました。
　質的調査については、プレインタビュー調査と
して女性経営者３名にインタビュー調査を行って

「ものづくりなでしこ」第７回通常総会（2022年6月16日、六本木ヒルズ）で研究プロジェクトの紹介する筆者
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※�全文は、近藤信一（2021b）「女性経営者の経営戦略モデルの構築を目指して－ものづくり中小企業における女性の特性を生かす
女性経営者の事業承継－」『機械経済研究』52号、機械振興協会経済研究所、pp.21-47を参照願います。



2

います。その上で、アンケート調査結果を受けて、
アンケート調査回答企業や本研究の研究目的を達
成するのに最適と思われるインタビュー調査対象
企業を抽出し、スノーボールサンプリング（雪だ
るま方式：調査対象企業に次の調査対象企業を紹
介していただく方式）により、調査対象企業を拡
大させていきました（図表１）。

　インタビュー調査の方法としては、質問項目
「①自身が受けた事業承継について」「②自身がお
考えになる自身の事業承継について」「③本研究の
テーマに関する意見」の３点について、半

※
構造化

インタビュー調査によって実態調査を実施しまし
た。半構造化インタビュー調査を採用した理由は、
事業承継という個別企業ごと、経営者ごとに異な
る物語を持ち、個人の内面にまでに関する調査だ
からです。事業承継が個人の生い立ちや家庭の事
情などの個人情報に深く関わることから、一本釣
りによるアポイントの取得は避けたのです。初対
面でのインタビュー調査では分析・考察に十分な
データを聞き出すことが困難であると考えたこと
から、適切な紹介者からさらに最適な紹介者を紹
介してもらうスノーボールサンプリングによって、
インタビュー調査先を確保しました。
　本研究では、量的調査（2021 年９月号）と質
的調査（本号）による実態調査を分析・考察する
ことで、女性経営者の特性を生かした事業承継の
特徴を明らかにしていきます（研究目的）（図表２）。

３．インタビュー調査に基づく分析と考察
３．１　インタビュー調査データの内容と分析
質問①　自身が受けた事業承継について

（１）事業承継前
　命題①　インタビュー調査をした企業の多くで、
事業承継前から経営について先代と話をしている
経営者が多くいました。特に、先代から経営者と
しての適性を見られていると感じていた経営者が
多いといえます。ある経営者は、父娘の関係とし
て、大学時代から仕事の話をしていた、といいま
す。
　一方で、アンケート調査でも見られたように、
命題②　女性経営者の多くは父親である先代がな
かなか娘である当代に継がせてくれなかった、と
いいます。創業者である先代には「会社は俺のも
の」という意識が強く、社長の座を譲っても株式
を譲ってくれないこともある、ということです。
ある経営者は、現場から始めたかったのですが、
前職を退職した翌日の株主総会にて副社長（後継
者）にすると先代から指名されています。そのた
め、入社後は現場を覚えるために繁忙期などに現
場の手伝いをするなど、現場に関わるようにして
いきました。他の企業でも、先代である父が亡く
なり、現場を十分に知らないまま突然に社長に就
任することになった経営者が複数いました。

（２）事業承継時
　命題③　突然に経営者を交代した場合は、社内
外からの反発を受けるケースが多いといえます。
ある経営者は、社長に就任すると仕入先から「あ
なたみたいな人で大丈夫か」と言われたり、社員

【プレインタビュー調査】

　2021.01.08 第一合成� （東京都八王子市） ： 父親から承継

　2021.02.22 ダイヤ精機� （東京都大田区） ： 父親から承継

　2021.03.10��ソーケンメディカル （東京都豊島区、 オンライン） ：創業者、

息子へ承継

【追加インタビュー調査】

　2021.05.19 �クレコス （奈良県奈良市） ： 創業者、 息子へ承継

　2021.06.02 日本精機� （大阪市生野区） ： 父親から承継

　2021.06.03 �マスコール （大阪市旭区） ： 父親から承継

　2021.06.17 �北川 （福井県福井市）�：�父親から承継、 息子へ承継

　2021.06.25��田中製作所 （岡山県倉敷市） ： 母親 （実質的には先々代

の父親） から承継

　2021.08.06 �幸呼来 Japan （岩手県盛岡市） ： 創業者、 未継承

　2021.08.26 �伊藤スプリング製作所 （愛知県大府市） ： 父親から承継

　2021.09.27 �最上世紀 （山形県尾花沢市） ： 父親から承継

既存アンケート調査の分析

　中小企業全般／�圧倒的多くが男性経営者の回答と推測して調

査表の作成

本研究でのアンケート調査の実施

　ものづくり中小企業に特化／女性経営者のみの回答

　　　↓

回答項目ごとに基になった既存アンケート調査の回答と比較分析

　共通項 ：男女に関係ない／業種に関係ない項目

　相違点 ：男女の性差による相違点 or 業種の差による相違点

　　　↓

インタビュー調査 （定性調査） で補足

近藤 (2021a)

本稿
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図表１ インタビュー調査実施先一覧

図表２ 研究方法と研究の全体イメージ

※�調査目的に合わせて事前に大まかな質問を用意しておき、調査対象者の回答に応じてさらに詳細に尋ねていく簡易的な質的調査法
で、質問内容を重ねたり、深掘りしたりすることができるインタビューの形式です。
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からも反発を受けたりしたといいます。取引先へ
のあいさつ回りに、年配の常務と一緒に回った時
は、常務の秘書かとよく勘違いされたといいます。
同氏は、仕入先の不安や社員の反発は、“ 若さ ” と
いうよりは、“ 女性であること ” の方が強かったと
感じています。同氏は、顧客先や仕入先など社外
に対しての対応として、できる限り顔を出して話
をする機会を増やしました。同氏の地道なコミュ
ニケーションが信頼へとつながったのです。
　一方で、命題④　実績のない男性が社長に就任
した場合は、現場が反発することが多いと考えら
れますが、女性であるがゆえに現場の実績がなく
ても社内の反発も少なかったといえます。筆者の
アンケート調査でも、命題⑤　男性の後継者の場
合は現場から入ることが多く、社内でしっかりと
信頼を獲得するが、女性の後継者の場合は現場を
知らないで会社を承継することが多く、女性だか
ら現場を知らなくても受け入れてもらえた、とい
うことであり、この考えは「逆転の発想」といえ
ます。ある経営者は、先代の経営と変えたところ
として、先代（父親）はエンジニアであり、自身
で機械製作ができることから、自身でなんでも製
作しようとしていました（機械設備の内作）が、
同氏はエンジニアではないので、自前の設備を保
持するために、生産技術部隊を持つ必要がありま
した。この点は、アンケートでも表れたように現
場経験のない女性経営者が多いことが背景にある
といえます。

（３）事業承継後（女性経営者による企業経営）
　ある経営者の事業承継後の自社へのスタンスは、
先代である父親は自分の会社という意識が強かっ
たと思うが、同氏自身はそのような経営ではない、
といいます。会社は、従業員を含めた「私たちの
もの」であり、社会のためにある、といいます。
命題⑥　経営学的には、先代の時代は所有と支配

（経営）が一致していたのですが、当代になると
ステークホルダー（利害関係者）の共有になり、
経営者はステークホルダーのリーダーといえます。

同氏は、会社は社会のものであり、従業員のもの
であると考えるように、社会の変化に合わせるよ
うになったということです。
　ある経営者は、女性経営者として良かったこと
は、細かいところに気付くことや、年齢に関係な
く社員が “ 子ども ” に感じられ、一人一人ケアが
できること、といいます。命題⑦　女性経営者は、
女性の特性の一つである「細やかな気遣い」を活
用して経営しています。筆者が現場視察をしてい
ても、命題⑧　女性経営者は従業員との接し方に
親しみや親近感があり、心理的距離が近いといえ
ます。一方で、男性経営者は従業員との接し方に、
従業員からの尊敬や畏怖があり、親しみはあるも
のの心理的距離はある程度あるといえます。ある
経営者は、先代の時は従業員と気さくに話す雰囲
気ではなかったとのことですが、同氏が社長にな
ってからは、従業員とよく話すようになり雰囲気
も変わったとのことです。従業員の中には、家庭
のことなど個人的な相談をしてくることもあると
いいます。ある経営者は、先代の経営は “ 現場を
見ない、人（従業員）を見ない、経営を見せない ”
という経営スタイルでしたが、同氏は先代の経営
スタイルはしてはいけないと考えて、“ 現場を見
て、人（従業員）を見て、そして経営（実態）を
見せた ” といいます。その結果、先代の経営では
経営者と従業員に距離感がありましたが、同氏の
経営では経営者と従業員の距離感が近くなったの
です。
　命題⑨　女性経営者として家庭や子育てとの両
立については、女性経営者は先を見据えてワーク
ライフバランスを考えて経営者をしていく必要が
あるといえます。女性経営者のデメリットは、女
性には結婚・子育てなど主婦業と企業経営を両立
できるような環境を整えられるかが重要となりま
す。男性経営者であれば経営に専念できますが、
ある経営者は、経営者になってから結婚し、子ど
もをもうけているため、24 時間365日で経営にタッ
チ（関与）することはできない、といいます。し
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かし、同氏は、女性であるがゆえに経営だけに時
間をかけられないことがメリットであり、時間を
かけられない、つまり制約の中で経営をするから
こそＩＴ化やデジタル化が、さらに働き方改革が
進んでいくのだ、といいます。命題⑩　女性経営
者には、女性として結婚と子育てという家庭的な
障害はあるものの、女性の特性を生かした、女性
経営者の経営形態があるはずであり、男性経営者
との違いを特性として生かした経営を行うべきで、
女性経営者だからこそワークライフバランスや働
き方改革、そしてＩＴ化に率先して取り組めるの
です。これこそが女性経営者の特性であり、強み
であるといえるでしょう。
　男性経営者と女性経営者の成長に対する考え方
の違いについて、命題⑪　男性経営者は成長志向
であり、規模（売上高や従業員数など）を目指す
が、ある経営者は興味がない、また重要視しない
場合が多いといえます。ある経営者は、重要なこ
とは『会社を良くしていくこと』だと考えていま
した。そのためには、従業員の満足度が高まる、
従業員が幸せに暮らせるような会社をつくり、続
けていきたい、といいます。男性はゴールを決め
てから行動しますが、女性はコツコツと目の前の
ことを片付けてゴールにたどり着くのです。男性
経営者はゴールに向かって成長をしていくのに対
して、女性経営者は結果的に成長するのです。あ
る経営者は、承継後の経営について、堅実的な経
営をしているといい、経営的には無駄な投資はし
ないといいます。
質問②　自身がお考えになる自身の事業承継につ
いて
　筆者が実施したアンケート調査でも確認済みで
すが、ものづくり中小企業の女性経営者の多くが、
２代目、３代目です。既に事業承継を行った経営
者は、母－子（特に息子）関係の事業承継では、
経営的な話を、特に仕事の方向性についての相談
をよくするという傾向がみられます。従って、基
本的な経営方針はブレていないといえます。ある

経営者は、同性（父と息子）であると父親の気概
と誇り、息子のプライドがぶつかってしまうこと
が多々あるといえますが、同社の事業承継の場合
は異性（母と息子）だけに敵対関係はないといい
ます。
　命題⑫　女性経営者は、経営を退いても未練は
ない（薄い）。経営者を退いた後は、経営に口を出
したくても、出さないのが女性経営者であるとい
えます。男性経営者の場合は、頭で分かっていて
もできずに、口を出してしまうのです。女性経営
者の場合は、口を出さないと決めたら出さないこ
とができますので、後継者である現経営者とのト
ラブルを回避できるといえます。自身の事業承継
後については、後継者をサポートしていきたいと
いう意識はありますが、一方であまり経営に口を
出したくもないという傾向があります。しかし、
男性経営者の方が会社に執着し、会長になっても
権力に執着してしまう傾向があると感じられます。
ある経営者は、経営の第一線を退いた後は、存在
感はあるが、経営に口は出さない経営者になりた
いということでした。
　命題⑬　既に事業承継をしている女性経営者は、
社長をフォローしていく必要があると考えていま
す。しかし、『出過ぎ』てもダメで、先代経営者と
して生かすとこは生かしていく必要がありますが、
社長を立てていくことは気を付けています。ある
経営者は、社内的にも、どんなささいな案件でも
すべての案件について社長を通すようにしている
といいます。同氏は、先代経営者が居ることで「安
心はする」が、自分（社長）が「ちゃんとしなけ
ればいけない」という意識も必要だといいます。
　男性経営者は、後継者に対して「継いで当たり
前」という前提があり、一方で自己顕示欲（所有
欲）が強いといえます。『従業員のため』『社員の
ため』そして『後継者のため』など主観的な相手
への思いやりや気遣いであり、いわば『察してく
れ』『空気を読んでくれ』という同調圧力といえる
でしょう。女性経営者は名字が変わることで喪失
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ながっているケースがあります。女性の技術系社
員はコミュニケーション力や文章作成力が高い傾
向にある一方、細かいところにこだわり、前線に
立ちたがらずに支援に特化したがる傾向があり、
最終的に業務を完遂できないという課題がありま
す」（一部抜粋）という感想をいただきました。読
者のご指摘のとおり、性差＝差別として捉えるの
ではなく、性差＝特性として、個人差＝特性と同
様に捉えて、経営戦略に生かしていくべきである、
と考えて研究を進めていますが、読者が実感して
いるように、経営層、現場層、そして企業活動全
般で影響があると考えています。
　ある経営者は、女性経営者というくくりで、く
くらなくてもよいと考えていました。つまり、男
女の性差は経営者には必要ないと考えているので
す。同氏は、経営者としては、男女の性差よりも、
個人差（個性）の方が経営者としての影響は大き
いと考えています。しかしながら、同氏は、同時
に男女の性差を活用していきたいとも考えていま
す。個性が先にあって女性の特性があるのか（個
性＋α（女性の特性））、女性の特性があって個性
があるか（女性の特性＋α（個性））を今後検討す
る必要があるといえるでしょう。
　経営学、特に経営戦略論は、活用できる経営資
源は活用することが重要です。筆者は、女性経営
者が男性経営者に歩み寄るのではなく、男女の性
差を生かす、女性としての特性、女性経営者とし
ての特性を経営資源の一つとしていかに経営に生
かしていくか、つまり女性の特性を生かした経営

（戦略）があるべきと考えています。そして、そ
の性差が出る特徴的な経営シーンの一つに事業承
継があると考えています。ものづくりの世界が、
中小企業の経営者の世界が男性社会であるという
ことを前提とすると、その事実に理解（納得）を
していなくても、肯定していれば活用できるとい
えます。ある経営者は、「女性だから」という考え
で経営したことはないといいます。同氏は、一経
営者として、男女の関係なく経営活動をしてきま

感もあり、自己顕示欲（所有欲）は少ないですが、
そのかわり順応性は高いといえます。しかも、『空
気は読めるが、空気を読まない』（≠空気が読めな
い）のであり、それが気遣いとなるのです。女性
経営者は、相手のことを考えてどうするべきか気
遣いをするといえます。つまり、非主観的視点で
考えているのです。男性は自分の立場を重要視し
て「私は継がせたいと思っているから、察してく
れ」となりますが、女性は相手の立場に立ち「継
ぎたくなる」ように仕向けるのです。これは、事
業承継で男性経営者と女性経営者の大きな違いと
いえます。

３．２　インタビュー調査データからの考察
　近藤（2021a）を読んでいただいた方から、「男
女性差についてはいろいろな議論はありますが、
現場レベルでは明らかに男女差はあります。これ
は個人差を超えた違いだと感じています。このよ
うな性差による違いは現場レベルでも示されてい
ることであり、例えば技術系従業員では男性の方
が全体を把握する俯

ふ か ん
瞰的視野で業務を完遂できる

強みがある一方、必要以上に技術専門性にこだわ
る傾向があり、それがマネジメントの脆

ぜいじゃく
弱さにつ

質問①　自身が受けた事業承継について

（１） 事業承継前

命題①　インタビュー調査をした企業の多くで、 事業承継前から経営について先代と話をしている経営者が
多くいました。 特に、 先代から経営者としての適性を見られていると感じていた経営者が多いといえます。

命題②　女性経営者の多くは父親である先代がなかなか娘である当代に継がせてくれなかった、 といいま
す。 創業者である先代には 「会社は俺のもの」 という意識が強く、 社長の座を譲っても株式を譲ってくれな
いこともある。

（２） 事業承継時

命題③　突然に経営者を交代した場合は、 社内外からの反発を受けるケースが多いといえます。

命題④　実績のない男性が社長に就任した場合は、 現場が反発することが多いと考えられますが、 女性で
あるがゆえに現場の実績がなくても社内の反発も少なかったといえます。

命題⑤　男性の後継者の場合は現場から入ることが多く、 社内でしっかりと信頼を獲得するが、 女性の後
継者の場合は現場を知らないで会社を承継することが多く、 女性だから現場を知らなくても受け入れてもら
えた、 ということであり、 この考えは 「逆転の発想」 といえます。

（３） 事業承継後 （女性経営者による企業経営）

命題⑥　経営学的には、 先代の時代は所有と支配 （経営） が一致していたのですが、 当代になるとステー
クホルダー （利害関係者） の共有になり、 経営者はステークホルダーのリーダーといえます。

命題⑦　女性経営者は、 女性の特性の一つである 「細やかな気遣い」 を活用して経営しています。

命題⑧　女性経営者は従業員との接し方に親しみや親近感があり、心理的距離が近いといえます。 一方で、
男性経営者は従業員との接し方に、 従業員からの尊敬や畏怖があり、 親しみはあるものの心理的距離は
ある程度あるといえます。

命題⑨　女性経営者として家庭や子育てとの両立については、 女性経営者は先を見据えてワークライフバ
ランスを考えて経営者をしていく必要があるといえます。 女性経営者のデメリットは、 女性には結婚 ・ 子育
てなど主婦業と企業経営を両立できるような環境を整えられるかが重要となります。

命題⑩　女性経営者には、 女性として結婚と子育てという家庭的な障害はあるものの、 女性の特性を生か
した、 女性経営者の経営形態があるはずであり、 男性経営者との違いを特性として生かした経営を行うべ
きで、女性経営者だからこそワークライフバランスや働き方改革、そして IT 化に率先して取り組めるのです。

命題⑪　男性経営者は成長志向であり、 規模 （売上高や従業員数など） を目指すが、 ある経営者は興味
がない、 また重要視しない場合が多いといえます。

質問②　自身がお考えになる自身の事業承継について

命題⑫　女性経営者は、経営を退いても未練はない（薄い）。経営者を退いた後は、経営に口を出したくても、
出さないのが女性経営者であるといえます。

命題⑬　既に事業承継をしている女性経営者は、 社長をフォローしていく必要があると考えています。 しか
し、 『出過ぎ』 てもダメで、 先代経営者として生かすとこは生かしていく必要がありますが、 社長を立ててい
くことは気を付けています。
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図表３ インタビュー調査からの命題
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した。ただし、男女の性的な違いはあってしかる
べきであるともいいます。男女の性差ではなく、
男性らしさ・女性らしさはあって当たり前で、そ
れによる思考や行動の違いはあると考えており、
実際に企業経営に相違として表れているのです。
女性経営（者）の価値は「女性の特性を活用する
こと」であり、前述のように男性中心が前提とな
っている経営者の世界で女性が活躍することでは
ありません。従って、本研究の着地点は、女性の
特性を経営戦略に活用することにあります。
　インタビュー調査の「質問③　本研究のテーマ
に関する意見」（本号では紙面の関係で省略）では、
女性経営者の事業承継は、父と娘間の個人的な問
題というよりは、女性経営者を取り巻く日本社会、
つまり経営者は男性であるという男性社会の問題
の方が大きい要素であるという意見が複数ありま
した。ある経営者は、日本社会において、中小企
業の経営者は男性であるということが基準となっ
ているからこそ、女性経営者がクローズアップさ
れるのであり、つまり男性社会の中で女性が経営
者になるから研究テーマになるのである、との意
見をいただきました。よって、男女関係がなくな
ることを研究のゴールとするべきである、との意
見でした。女性の経営者自体が取り上げられるこ
とが問題であり、裏返せばそれは日本の中小企業
の経営者が男性社会であることを示しているとい
えます。女性の経営者の事業承継の問題というよ
り、経営者の事業承継問題に昇華することの方が
重要であるとの意見です。従って、社会的な問題
と考えられているのです。ジェンダーフリー（性
による社会的・文化的差別をなくすこと）は社会
問題であり、社会学のカテゴリーであり、その解
決は社会学者に委ねたいと思います。経営学、特
に経営戦略論は外部環境を的確に捉え、内部環境

（経営資源）を考慮して、戦略を選択し、実行す
ることが求められます。女性が持つ特性、男性が
持つ特性も、戦略構築や戦略実行に活用すること
が求められるからです。

４．本研究の課題
　社会学的見地からの課題としては、後継者の学
歴、さらに大学での学部（文系か理系か、文系な
ら経営学部かなど）などについて、女性と男性で
の違い、つまり個人的な背景と男女差（性差）を
考慮する必要があるといえます。ある有識者から
は、男性と女性という性差と、男女に関係ない個
人の人間性の差（個性、個人差）を組み合わせて、
研究を行う必要があるとの指摘をいただいていま
す。本研究で実施したインタビュー調査では、個
人情報に該当すると考えて、個人的な背景の詳細
までは確認していません。ただし、インタビュー
調査で数名の経営者の方は理工系出身者であり、
多いと感じました。また、ほとんどの方が大卒者
でした。経営者や事業承継者の学歴や職歴は、重
要な属性といえ、社会学では、教育環境や親の職
業などが、その人の社会化（socialization）に影
響を与えるといわれています。今後の研究では、
性差なのか、個人的属性も含めた個性・個人差な
のかを見極める必要があるといえます。
　本研究では、女性が事業承継者になるまでのキ
ャリアパス

※
が経営スタイルや経営方針に影響を与

えているといえます。ある有識者からは、「個人差、
この場合はそれぞれの女性経営者が歩んできたキ
ャリアをモデルとして事業承継を考えたり、経営
を考えたりしている問題がある。従って、女性経
営者（創業者以外）で、最初から後継者として役
員に就任し、責任ある仕事をしていた経営者、従
業員の立場から後継者になった経営者など、同様
のキャリアを持った集団内での分析が必要と考え
られます。また、多くの女性経営者が、『会社はみ
んなのもの』であると考えているのは、自身が従
業員の立場を経験しているからという経路依存的
な結果に過ぎない可能性もあると考えられる」と
の指摘もいただいています。男性の承継者は、従
業員を経験したとしても短く、しかも社長の息子
であり、後継者を意識した特別な立場での経験で
あるともいえます。さまざまなキャリア、経路を
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※�多くのインタビュー調査に応じていただいた女性経営者が、自身の生い立ちやキャリアパス（企業内での昇進・出世を可能とする職務経歴。
昇進への早道。）について語ってくれています。個人情報を考慮しながら、これらの貴重なデータを参考に今後は分析・考察していきます。
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ったと思えるような経営を目指している、またそ
のような方に後継者を託したいという経営者がい
ました。しかし、効果の測定について、その測定
方法ではどうしても何らかのバイアスがかかって
しまうといえます。

◇
　本研究は、女性の経営者の特性を生かした経営
戦略の経営シーンとして、男女の性差が出やすい
と考えられる事業承継を研究テーマとして取り上
げました。本研究は、現在増加している女性経営
者が今後必ず直面する事業承継（中小企業の場合
は事業≒企業であるので企業承継）に対して、先
駆的な研究として取り組んだものです。前述のよ
うに課題は多いものの、女性経営者自身の事業承
継、今後承継予定の女性後継者の方々の参考にし
ていただきたいほか、女性経営者の経営や女性経
営者の事業承継について、研究を進めていく中小
企業研究者の参考となる研究成果として、活用し
ていただければ幸いです。

持つタイプとの比較分析、マルチ分析をする必要
があるといえるでしょう。
　本研究においては、中小企業経営において男性
経営者から女性経営者に経営者の交代が行われた
ときに、どのような経営戦略上の変化が現れるの
かを、どのように捉えるのか、その効果をどのよ
うに測定するのかも研究上の課題の一つであると
いえます。企業業績が向上する（売り上げや収益
など財務諸表）などとか、人材採用、特に女性の
採用がしやすくなった（知名度や従業員満足度な
どの非財務諸表）などの効果とか、成果指標を設
定し、どのように測るのかが課題といえます。イ
ンタビュー調査では、男性経営者の多くが企業規
模や利益率など企業価値のうち目に見える価値、
つまり財務的価値を重要視する傾向であるのに対
して、女性経営者は目に見えない価値、つまり非
財務的価値を指標に置いていることが、傾向とし
てありました。例えば、インタビュー調査では、
社員が幸せを感じられるような経営、入って良か

　公社では、後継者の不在などで事業継続に
課題を有する企業に対し、事業承継、Ｍ＆Ａな
どによる課題解決を支援するため、相談窓口
に専門のアドバイザーを配置し、 ご相談を受
け付けています。後継者問題でお困りの経営
者、承継後の事業運営にお困りの後継者から
のご連絡をお待ちしています。
　企業での相談、公社での相談、オンラインで
の相談で対応します。ぜひ、公社の事業承継相
談をご利用ください。

特集見たらプラスワン！
埼玉県産業振興公社 親族承継、社員承継、第三者承継 すべての 事業承継相談
『後継者候補の確保』『Ｍ＆Ａ』『承継後の事業運営』『相続税・贈与税等の税負担』等のご相談

相談日時：月曜日～金曜日 ９：３０～１２：００、１３：００～１６：３０

問合せ先　公社 経営支援部 経営支援グループ
　　　　　ＴＥＬ０４８－６４７－４０８５

https://www.saitama-j.or.jp/shokei
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小林貞夫アドバイザー 高橋慎一アドバイザー

相談無料・秘密厳守
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　「プラスチックの便利屋」を目指す同社の早川
常務に話を伺いました。

■貴社の概要について教えてください。
早川　1970年、プラスチック成形をメインに、川
口市の東領家で有限会社領家化学を設立しました。
その後、株式会社へ組織変更し、1991年に現在の
社名に変更しました。本社周辺の宅地化が進みま
したので、1997年、当社社長の生まれ故郷である
山形県村山市に山形工場を設け、工場と配送の集
約化を図りました。ブロー成形機と射出成形機の
23台が24時間稼働しています。工業用部品、家庭
用品、医療機器、景品・販売促進品などを製造し
ています。
　あらゆる条件に最も適した製造方法によるさま
ざまなプラスチック製品を提供し、ブロー成形（中
空成形）、射出成形（インジェクション成形）、押
出成形、真空成形（バキューム成形）、軟質塩ビ製
品などを製造・販売しています。また、３Ｄプリ
ンターによる試作から完成品まで対応できます。
設備も能力もありますので、プラスチックであれ
ば業界、製品を問わず、何でもできます。

　小さなボトルから、大型のタンクまで幅広い製
品の成形が可能です。40ミリから約２メートルま
での大きさの製品を製造できる企業はなかなかな
いかと存じます。

■成形手法について教えてください。
早川　ブロー成形は、容器やタンク、ボトル等を
つくる成形方法で、原理は吹きガラスのイメージ
です。射出成形は最も一般的な成形で、製品の完
成度、寸法精度がよいため、分野、用途も多種多
様です。日用品、工業用部品、電気ＯＡ製品、自
動車関連部品、精密機器、医療用具と、さまざま
な分野で非常に多く使われています。ボトルとキ
ャップの一式をつくる場合、キャップは射出成形
で、ボトルはブロー成形でつくります。山形工場
では、この両方の成形が行えるため、一貫した製
品づくりが可能です。
　押出成形は、棒やパイプなど断面が同一形状の
立体をつくるときに使う成形方法です。使用用途
は、ホース、パイプ、屋根などの波板、まな板、
みかんをいれるネット、店舗の陳列棚の値札入れ、
額縁などさまざまです。

 株式会社リョウケ　常務取締役　早
は や か わ

川 悦
よ し お

生 氏

所 在 地　 本社：川口市榛松691-3
　　　　　山形工場：山形県村山市稲下1580-12
代 表 者　代表取締役　早川 國好 氏
事業内容　 各種合成樹脂加工品の製造・販売
資 本 金　3,000万円　　従業員数　40名
Ｔ Ｅ Ｌ　048-281-9790
https://ryoke.co.jp

株式会社リョウケ

山形工場のかじ取りを任されている早川常務

インタビュー

アクセス埼玉 2022.8　インタビュー
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　真空成形は、金型にプラスチックシートを載せ、
その間の空気を吸い込むことでシートを型に密着
して成形する方法です。卵パックや透明容器など
がこの製品です。

■代表的な製品を教えてください。
早川　水泳プールのコースロープ（レーンロープ）
は、全国の小学校・中学校などのプールや、スイ
ミングスクール、ホテルなど、各施設への納品で
41年の歴史とノウハウがあり、ＯＥＭ製品等も扱
っています。社員の声から生まれたアクリル板越
しでの会話をスムーズにする対面式スピーカーフ
ォン「Catch Voice（キャッチボイス）」は、ＵＳ
Ｂ充電式の携帯型です。ワンタッチで設置でき、
聞き取りやすい音声を生み出します。時代ニーズ
を捉えた、製品づくりに挑戦しています。

■今後の展開・抱負は。
早川　新しい製品をつくりたいという引き合いが
非常に多くなっています。お客様のイメージを３
Ｄプリンターで形にします。少量生産の場合は３
Ｄプリンターで、大量生産の場合は金型をつくり

ます。お客様の希望に沿える製品を提案し、社会
に貢献していきます。プラスチックの便利屋を目
指します。
　プラスチックは世の中のあらゆるところに存在
し、使用されています。しかし、最近では「脱プ
ラスチック」の考えが広まっていますが、再生が
可能な有機物を原料とするプラスチックや、微生
物によって最後は二酸化炭素と水まで分解される
プラスチックなど、環境に優しいプラスチックな
ども存在しています。
　当社は、山形県で唯一ブロー成形機を保有する
工場を持ち、24時間稼働をしています。今までは
受託加工がメインの会社でしたが、一昨年から自
社製品に力を入れはじめ、少しずつ、社員が楽し
みながら開発を続けています。社員の困ったこと
を解決できるような製品づくり、そしてみんなの
困ったことを解決できるような製品づくりをして
いこうと考えています。
　プラスチック以外のさまざまな分野に興味を持
ち、試行錯誤しながら事業を拡大していければと
考えております。今年で創業52年、次の100年企業
にすることを目標に日々精進していきます。

プラスチック受託加工だけじゃない。自社製品開発で社会に貢献！

山形工場　ブロー成形機

山形工場

各種製品
(左下)コースロープ、 (右下)Catch Voice（キャッチボイス）

アクセス埼玉 2022.8　インタビュー



10

わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

株式会社オプトクエスト https://www.optoquest.co.jp

上尾市原市1335
TEL　048-724-1811
資本金　1億円
従業員数　58名
■事業内容
　○光通信部品製造
　○レーザ応用機器製造
　○光技術関連各種試作
　○光学薄膜

光技術で社会に貢献します

株式会社発送センター

戸田市早瀬1-16-9
TEL　048-449-6550
資本金　900万円
従業員数　25名
■事業内容
　  発送代行業

ワンストップで印刷・封入・発送を実現します
https://has-c.co.jp

■発送代行業として、送り状と納品明
細の作成、在庫管理、ピッキング、ア
センブリ、梱

こ ん ぽ う

包、封入封
ふ う か ん

緘をトータル
で管理・運営し、海外の発送も行って
います。発送物はリーフレット、パン
フレット、会報誌、書籍、ポスター、
カレンダー等印刷物を中心に、ノベル
ティー等異形状多種の同

ど う こ ん

梱を得意とし
ています。複数個口梱包や全国同日着
指定も対応可能です。メーリングサー
ビス、オンデマンド印刷など、発送の
ことは何でもご相談ください。

■通信、バイオ等の成長分野で、光に
特化した新技術・新製品を生み出す開
発型企業として2001年に創立しました。
“新たな技術に関して、対応できる装
置、計測機器が存在しないのならば、
自分たちで創り出そう！ ”そんな意気
込みで技術開発を続けています。光学
専門知識と光通信分野で培われたファ
イバー結合技術や高信頼性実装技術な
どの豊富な経験に基づき、一品一様の
試作から量産までお応えします。お気
軽にご相談ください。

新包パック株式会社 http://www.shin-poh.co.jp

鶴ヶ島市三ツ木新町2-4-15
TEL　049-272-5581
資本金　1,000万円
従業員数　53名
■事業内容

◯ オリジナル容器・資材の
企画・提案

◯ 包装デザインの提案・制
作

◯ 食品のパック詰め・ピッ
キング作業

食品包装の資材・容器・デザイン・パッキングならお任せください！
■食品包装のトータルコーディネータ
の会社です。オリジナルの容器や最適
な資材の提案、ラベルや容器形状のデ
ザイン、食材のパッキング・ピッキン
グ・出荷作業まで、食品包装に関わる
すべての業務をワンストップで提供し
ています。包装資材手配、デザイン、
パック詰め、ピッキング、出荷までを
行っていますので、 商品に最適な包装
形態からパック詰めまでの作業を考慮
した、トータル的なコストダウンの提
案が可能です。 ラベルや外装段ボール、看板などの販促物まで

総合的なデザインを手掛けています。

材質・形状・コストなどさまざまな角度から
最適な包装形態を提案します。

アクセス埼玉 2022.8　公社会員紹介
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わが社の 公社会員紹介ワンポイントＰＲ

サンライズ工業株式会社 https://www.sunrise.gr.jp

越谷市川柳町2-546
TEL　048-988-1511
資本金　8,800万円
従業員数　150名
■事業内容
　   冷凍空調用熱交換器、冷

凍空調機器、医療理化学
機器の設計・開発・製造

熱交換器を通じ、人と社会に快適環境を
■50年以上の社歴を持つ熱交換器の専
門メーカーとして熱交換器はもとより、
熱交換器を搭載する冷凍空調機器等を
製作しています。顧客は大手上場企業
がメインで、業務用熱交換器メーカー
として国内トップクラスの実績を有し
ています。冷蔵ショーケース・冷凍倉
庫用クーラーなど“食”にまつわる製品
や、ビル・工場空調、医療機器など生
活に不可欠な製品、半導体・通信（５
Ｇ）・燃料電池等、今後伸び行く市場
向け製品を幅広く手掛けています。

株式会社ソエジマ https://s-soejima.com

東松山市新郷530-1
TEL　0493-23-9300
資本金　7,200万円
従業員数　30名
■事業内容
　  医療機器部品、光学機器

部品、ＯＡ機器部品、自
動車部品、コンピュータ
関連部品の製造・販売

ミクロン単位での寸法管理で高精度な仕上がりを保証します
■創業以来、精密機器、光学機器を通
して、高精度の切削加工製品を提供す
ることにより業界に寄与してきました。
近年は急速な技術革新の変化を捉え、
異なる技術の開発と高度テクノロジー
の研

け ん さ ん

鑽に努め、医療機器、特に内視鏡
のような超精密金属切削加工の技術を
有しています。また、ＣＳＲやＳＤＧｓ
への取り組みも積極的に行っています。
まずはできることを行い、意識の向上
を図ることで課題解決へのGOALを
目指しています。

アクセス埼玉 2022.8　公社会員紹介

株式会社アズマ https://www.azuma-kk.co.jp

さいたま市緑区原山3-2-10
TEL　048-813-7533
資本金　1,100万円
従業員数　35名
■事業内容
　〇国内家電製品卸
　〇 海外家電商品の開発・
　　輸入販売

家電製品を中心に、生活を豊かにする製品を創出する会社です
■家電製品を中心に、企画・製造・輸
入・卸販売を行い、プライベートブラ
ンド商品も取り扱っています。商品は、
家電量販店や大手ショッピングサ
イト、ホームセンターなどで販売
し て い ま す。 最 近 で は、 準 備0秒、
手 を 使 わ な い 水 拭 き 掃 除「Water 
CyCleaner」(ウォーターサイクリー
ナー )が人気で、テレビやYouTube
でも紹介されました。今後も、アズマ
の製品（モノ）で、お客様がそれぞれ
のステキな生活（コト）を見つけるお
手伝いをしていきます。
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順調に売り上げを伸ばしている木製パレット
の製作現場

解体・移設では工場内の状況や設備、
環境などに応じて幅広く対応可能

化学薬剤を使用しない独自洗浄技術で
差別化しているドラム缶洗浄現場

アクセス埼玉 2022.8　企業紹介

所 在 地　秩父市大野原3110-7
代 表 者　代表取締役　斎藤 美廣 氏
事業内容　ドラム缶再生および容器洗浄、中古ドラム缶の販売
　　　　　木製パレット製作および梱

こ ん ぽ う

包業務請負
　　　　　産業廃棄物収集運搬、一般廃棄物収集運搬　など
資 本 金　500万円　　従業員数　40名
Ｔ Ｅ Ｌ　0494-25-1503
http://www.saitoukazarushouten.com

 有限会社斉藤餝商店(さいとうかざるしょうてん)
企業紹介 

◆仕事を通してお客様の役に立ちたい
　1950年に、先代の斉藤餝氏が秩父市で個人商店
として鉄屑

くず
商を開始。以降、お客様の要望に応え

られる会社を目指し、ドラム缶再生、容器洗浄、
木製パレット製作、産業廃棄物および一般廃棄物
収集運搬業、工場内ラインの解体・移設など、幅
広い事業を展開するまでになっています。
◆蓄積してきたノウハウで差別化を図る
　現在の事業の柱は、木製パレット製作とドラム
缶洗浄です。特に木製パレット製作では、アルミ
ニウム圧延板の梱包用資材としての用途が好調で
す。世界的なウッドショックで、他社ではコスト
や生産面に影響が出ている中でも、長年の信頼関
係による仕入れのネットワークが構築されていま
すので、北海道から安定的に木材を購入すること
ができます。
　木製パレットは、製品サイズに合わせて自由に
製作できますので、お客様からの仕様に合わせ製
作し、品質、コスト、強度、耐荷重など高い評価
を得ています。材料の組み合わせを効率的に行う
木取りによって、端材を少なくしています。
　ドラム缶再生および容器洗浄では、シンナーな
どの化学薬剤を使用しない独自の洗浄方法で差別

化を図っています。特に自動車メーカーが防音、
防水、防錆

さび
として使うパテ材が入ったドラム缶洗

浄は、残留物が硬化してしまうのでノウハウが必
要です。
　このドラム缶洗浄では、国内の自動車メーカー
のほとんどのドラム缶を洗浄しています。
◆新たに産業用ケースの洗浄にも取り組む
　新たに容器洗浄で培ったノウハウを生かし、加
工部品の収納ケースや納品用の通い箱などの産業
用ケースの洗浄にも取り組んでいます。自動車部
品や精密部品などでは、ほかの切削油等の付着な
どを避けたいといったニーズが多く、それに対応
したものです。取扱数量も順調に増え、昨年２台
目の洗浄機を導入し処理能力を倍増させました。
◆作業環境の整備と新たな展開を模索中
　「現場で力を発揮してくれる従業員が一番の財
産です。その力を十分発揮できるように、作業環
境の整備を優先して取り組んでいきたい。そして
新たに従業員も増やして、未来につなげていきた
いです。
　事業面では、地元秩父産の杉を使って地産地消
の木製パレットづくりに取り組めればと思ってい
ます」と、斎藤社長は語ります。
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「実績が伸びる＆担当が育つ」営業管理の極意

株式会社スタジオ 02　代表取締役　大関暁夫

第５回　営業仕掛けのセオリー「営業の５ステップ」を知を知るるテップ」を第５回　営業仕掛けのセオリー「営業の５ステップ」を知る

いきなり売らずに営業の５ステップを踏む
　今回からは、担当者に徹底すべき営業の仕掛けに
ついてお話しします。営業の仕掛け方にはセオリー
があるのです。それは、営業を仕掛ける際には決め
られたステップを踏みなさいということです。これ
を「営業の５ステップ」と呼びます。世の中には「い
きなりセールスする営業担当者」がたくさんいます
が、それは相手のニーズを無視した一種の押し売り
であり、そのやり方では成約の確率が低くて当たり
前なのです。業種、法人向け、個人向け、新規営業、
既存先営業を問わず、しっかりステップを踏むこと
が確実に営業の成果につながることを、まず担当者
に理解させ身につけさせることが大切です。
　「営業の５ステップ」は売る物によって、それぞ
れのステップにかける時間は異なります。飲食店に
ＰＲツールを提案したい場合は、すべてのステップ
を踏むのに１時間で終わるかもしれませんが、大き
なプロジェクトを法人に売り込む場合は、成約まで
のステップに半年あるいは１年以上がかかることも
あるからです。しかし営業担当者が成約に向けて、
踏むべきステップは同じ５ステップなのです。
予備調査情報を使ってカットイン
　５ステップその１は「予備調査」です。予備調査
の基本はまず、営業知識でお話しした相手先情報で
す。これから売り込む相手の基本情報や最新動向、
さらには業界情報をしっかり把握します。今の時代
は、ホームページとネットの検索で十分な情報が取
れます。加えて自社が相手先の役に立つ製品やサー
ビスは何が考えられるか想定して、しっかり頭でイ
メージします。そしてもう一つ、競合先情報です。
想定される競合先がどのような製品・サービスを持
っているのか、自社製品との比較でメリット、デメ
リットをしっかり把握します。予備調査なしで営業
をするのは、“闇夜に鉄砲”といっていいでしょう。
　５ステップその２は「カットイン」です。カット
インとは直訳で「割って入る」であり、相手との距
離を縮めて懐に入り込むステップです。相手と相対

したときに、いきなりセールストークから始めるの
は愚行です。まず相手の警戒心を解くのがセオリー
ですが、これが初対面だと相手の関心事も分からず
なかなか難しいのです。そこで役に立つのが予備調
査情報です。それを使って、「御社のことを調べてき
ました」「業界のニュースを知っています」と切り出
すのです。この「知っています」トークで「御社に
関心があります」という姿勢を訴えれば、それに対
して悪い気がする人はあまりいないので、相手のガ
ードが下がりやすくなります。さらに加えて、「感心
しました」「すごいですね」など、相手を持ち上げる
ような発言をかぶせればより効果的でしょう。
ヒアリングでニーズを把握してセールスへ
　相手のガードが下がってきても、まだセールスト
ークに入ってはいけません。ここから５ステップそ
の３「ヒアリング」となります。ニーズに合ったセ
ールスにつなげるためには、ヒアリングでしっかり
相手のニーズを引き出すことが大切です。５ステッ
プの中では、ヒアリングが最も重要かつ難しいので
日頃から十分な担当者指導が必要です。具体的なヒ
アリングの指導内容については、次回説明します。
　ヒアリングでニーズが明確になったならば、ここ
でようやく５ステップその４「セールス（プレゼン
テーション）」に移れるのです。そしてニーズを捉え
たセールスの後に、５ステップその５である「クロ
ージング」で成約に至らしめて、５ステップが完了
します。ステップ４のセールス（プレゼンテーショ
ン）からステップ５のクロージングに至る指導法に
ついても、回を改めて詳しく説明します。

１．予備調査 
　ターゲット先の基本情報や業界情報を調べるステップ
２．カットイン
　予備調査情報を使って相手との距離を縮めるステップ
３．ヒアリング
　相手の真のニーズを聞き出すステップ
４．セールス（プレゼンテーション）
　ニーズに合わせたセールスをするステップ
５．クロージング
　成約を取り付けるステップ

営業の５ステップ
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　問題が起きたとき、実態が見えないときは、まさ
に暗中模索でなかなか良い対策を見いだせないもの
です。しかし、実態が見えた途端、皆のアイデアを
集めることもできますし、具体的な対策を取ること
もできるものです。
　問題が起きたら、まず見えるようにすることから
始めてみましょう。見えにくい場所なら見えやすい
位置に置いてみる。速いものであればビデオで撮影
してスローで見る。小さければプロジェクターで拡
大する。狭いところはスコープで、遠くの問題はウ
ェブ回線を使ったツールを活用して見えるようにす
るといった、以前では全く不可能であったことでも
技術の進歩で簡単にできるようになっています。
　見えれば原因が分かります。原因が分かれば対策
に集中できます。一度見えれば、問題を未然防止す
ることもできるのです。
　しかし、実際の現場において、何が見えていない
のか？　という根本的なことが分からない場合が、
とても多いものです。
　Ａ社では、新人作業者に顕微鏡を使って小さなセ
ンサー基盤にリード線を溶接する仕事を教えること
になりました。指導の様子を見てみると、ベテラン
作業者が自分で顕微鏡をのぞいて作業をしながら、
口頭で何をどうしているのかを説明していました。
新人作業者は顕微鏡の横で聞いています。次に新人
作業者が顕微鏡をのぞいて作業をするのですが、迷
っているようでした。作業が終わったところでベテ
ラン作業者が顕微鏡をのぞいて出来栄えを見るとい
ったやり方でしたが、きちんと話が通じているとは
思えませんでした。顕微鏡作業ですので、２人同時
に作業を見ることができないため、はっきりと確認
ができないのです。
　これでは作業をきちんと教えられませんので、Ｃ
ＣＤカメラを顕微鏡に取り付けて、リード線が基盤
に溶接される様子がモニターに映るようにしました。
先生役の方には口頭で説明しながら作業をしてもら
いましたので、新人は先輩の拡大された作業をモニ

ターで見ながら説明を聞くことができるようになり
ました。次に新人が作業をしますが、ベテランがモ
ニターで新人の作業を見ながら直接、指導できるよ
うになり、新人作業者は正しく、速い仕事ができる
ようになりました。これは、見える化の成果です！
　ところが、Ａ社の改善はそれだけで終わりません
でした。実際には１センチ角くらいの小さな四角形
の基盤を四角い発泡スチロール板の表面に、配線の
形を切り抜いたボール紙を貼り付けて、20センチ角
くらいの大きさに拡大した基盤の模型をつくったの
です。実に400倍の大きさですから、とても分かりや
すい模型です。
　すると、驚いたことにその説明を聞いたベテラン
作業者が、これまではんだ付けの原理原則を全く知
らずにいましたが、今回の説明を聞いて、時々、疑
問に思っていたことを初めて理解できたと言ったの
です。
　その結果、新人作業者が短期間にベテラン作業者
と同等のレベルになり、ベテラン作業者もさらに仕
事が速くなり、品質が安定するということが起き、
この改善は大きな効果に結び付きました。
　何が見えていないのか、何を知らないのか、とい
うことを知るのは難しいことです。今回の事例は決
して珍しいことではないと思います。見えないもの
を見えるようにすることで、さらなるレベルへのチ
ャレンジをしましょう。

もうかるメーカー改善の急所

株式会社柿内幸夫技術士事務所　所長　柿内幸夫

第５第 急所急所５回　５回５第５ 39393939 3333 る化 味味味味味味味味化化の意味化の意味味化のる化化化見ええる化る化化化見見え第５回　急所 39 見える化の意味

今月の言葉
問題は、見えるようにした時点で八割解決する。
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　日本では円安などの要因により物価が上昇してい
ますが、タイでも同様に物価が上がっています。
　コロナ禍前の2019年は10,000円を約2,900バーツ

（１バーツ＝約3.45円）で両替できていましたが、
2022年6月では、約2,600バーツ（１バーツ＝約3.85
円）を切り、対バーツでの円安になっています。日
本人にとってタイは物価が安く、旅行がしやすい国
であったのは一昔前の話です。今回はタイ人の物価
感覚について、考えてみたいと思います。
　例えば、一般的なタイ人のランチ価格は、約50 ～
70バーツですが、これを現在の為替レートで円に換
算すると約200円です。それでは、タイ人の物価感覚
では200円はどれくらいの価値になるでしょうか。
　タイ人の収入からアプローチしてみましょう。タ
イ人の大学卒業時の初任給は約20,000バーツです。
日本の大学卒業時の初任給が約230,000円だとする
と、１バーツの価値は約11.5円であると、捉えるこ
とができます。つまり為替レート換算（１バーツ＝
約3.85円）と約３倍の差があります。
　つまり、日本人の物価感覚では約200円であったラ
ンチ代はタイ人の物価感覚だと約600円に感じられ
ているということです。
　タイ人向けにビジネスを始める際には為替レート
だけではなく、購買層の物価感覚を正しく把握する
ことが重要です。
　日本で1,000円のものを販売するとき、レート換
算で260バーツと値付けすると、タイ人の物価感覚で
は3,000円で販売されていることになります。つまり、
約３倍の付加価値が見いだせないと、タイ人は買っ
てくれないということです。

　コーヒーチェーンのスターバックスでは、コーヒ
ーが約100バーツで販売されています。コンビニコー
ヒーが約30バーツで販売されている一方で、スター
バックスも今ではすっかり定着して、タイ全土に400
を超える店舗があります。つまり、タイ人にとって
も付加価値が認められているということになります。
　所得格差が大きいのもタイマーケットの特徴です。
日本直送の魚介類を用いた超高級寿司店では、日本
よりも高い値付けでも繁盛しており、私たちの物価
感覚では理解できない購買層も存在します。
　タイでビジネスを行う際は、ターゲット層の絞り
込みやプライシングなどのマーケティングをしっか
りと行うことが重要です。

埼玉県タイサポートデスク
https://www.saitama-j.or.jp/thai-sd

タイ人の物価感覚についてタイ人の物価感覚について

タイ便り

≪サポートデスクのご案内≫
＼タイビジネスについて、お気軽にご相談ください／
⑴相談(困りごと等)　⑵情報提供(現地、人材等）
⑶視察代行(工業団地等)　⑷ネットワーク(企業交流等)など
問合せ先 タイサポートデスク
 　Eメール　thai-bsd@netloc.jp
 公社　取引支援グループ
 　TEL　０４８－６４７－４０８６
≪埼玉県からの情報発信≫
Facebook｢埼玉県海外ビジネス支援｣もぜひご覧ください。
https://www.facebook.com/saitama.globalbusiness

チキンライスは50バーツ程度が相場 高い値段設定でも混雑しているスタバ
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RAC Human
http://rachuman.com    Email:info@rachuman.com

16 アクセス埼玉 2022.8　税金の知識Q&A

　１．企業の賃上げを促進する税制措置の   
抜本強化（賃上げ促進税制）

　「成長と分配の好循環」の実現に向けて、企業の
稼ぐ力を高め、その収益を従業員に還元するよう賃
上げを促進することが重要。そのため、賃上げ税制
を抜本的に強化し、中小企業については、雇用者全
体の給与を前年度比2.5％以上増加させた場合に給
与増加額の30％を税額控除（かつ教育訓練費10％増
加で最大40％の税額控除など）できる制度とします。
２．交際費課税の特例措置の延長
　中小企業の販路開拓・販売促進等に必要な交際費
について、800万円まで全額損金算入を可能とする特
例措置を延長します。
　販売促進手段が限られている中小法人にとって、
交際費等は事業活動に不可欠な経費であること等を
踏まえ、本制度の適用を２年延長します。
　「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費その
他費用。得意先、仕入先その他事業に関係のある者
等に対する、接待、供応、慰安、贈答その他これら
に類する行為のための支出。※１人当たり5,000円以
下の飲食費は、交際費等の範囲から除外。
３．少額減価償却資産の特例措置の延長
  事務負担の軽減やデジタル化促進のため、中小企
業が取得する30万円未満の少額設備投資（ＰＣ・タ
ブレットなどの情報通信機器等）について、年間300
万円まで即時償却を可能とする特例措置を延長しま
す。
  適用期限は令和５年度末まで。適用対象資産から、

貸し付け（主要な事業として行われるものを除く）
の用に供した資産を除く
４．土地に係る固定資産税の経済状況に応じた措置
  土地（商業地等）に係る固定資産税について、令
和４年度は、課税額が上昇する土地について、新型
コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、税額上昇分
を半減する措置を講じ、税負担の増加を緩和します。

５．コロナ禍等を踏まえた事業承継税制に関する所
要の措置
　中小企業向けの法人版事業承継税制において、コ
ロナ禍による事業承継への影響を考慮し、2023年３
月までとされている特例承継計画の提出期限を１年
延長します。事業承継税制は、事業承継時の贈与税・
相続税負担を実質ゼロにする時限措置です（※法人
版は平成30年度に抜本拡充されています）。新型コロ
ナウイルス感染症の影響を踏まえ、法人版の特例承
継計画の確認申請の期限を１年延長します。
６．経営者の私財提供に係る譲渡所得の非課税措置
の拡充と延長
　中小企業の再生支援のため、再生企業の保証人で
ある経営者が計画に基づき事業用資産の私財提供を
当該企業等へ行った場合に当該資産に係る譲渡益を
非課税とする特例措置について「産業復興機構」等
を対象として拡充し、適用期限を３年間延長します。

広告
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令和 4 年度税制改正の概要　～その２～令和 4 年度税制改正の概要　～その２～
　令和４年度税制改正おいて、中小企業に影響を及ぼす改正事項について教えてください。　令和４年度税制改正おいて、中小企業に影響を及ぼす改正事項について教えてください。

Q

税金　知識税金　知識
これだけは知りたい！これだけは知りたい！

のの Q&AQ&A 税理士・行政書士　税理士・行政書士　
元元 文京学院大学講師　野口邦雄文京学院大学講師　野口邦雄
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　2020年代に入り、デジタル化・ＤＸの進展により、
企業を取り巻く環境は激変しています。ビジネスモ
デルや社会情勢が変化する中、中小企業にとっても
従来型の体制では対応できなくなってきています。
　発展著しいデジタル技術（ＩＴ／ＩｏＴ）を活用
して今すぐできる、業務カイゼンについて学びます。
日時 9/22(木)13:30 ～ 16:30　ZoomによるWeb配信
内容 ・コロナ禍による世の中の流れ
　　 ・ デジタル技術（ＩＴ/ＩｏＴ）によって変

わること、変わらないこと
　　 ・成功事例、失敗事例の紹介
　　 ・ この先を見据えた「カイゼン」の在り方

中小企業の業務カイゼン、業務効率化の
進め方 

講師 (株)日本能率協会コンサルティング
コンサルタント　山名 智子 氏

定員 50名　　費用 会員無料　一般2,100円
問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

　埼玉県企業立地課では、企業様専用のオンライン
立地相談窓口を開設しました。立地相談、海外ビジ
ネス支援など、企業の皆様のさまざまなご相談をオ
ンラインでお受けいたします。
○ 県内に新たな工場や倉庫の立地をご検討で土地

に関する情報をお探しの方
○県の企業立地優遇制度に係る情報をお求めの方
○県の海外ビジネス支援について知りたい方
　ぜひお気軽にご相談ください。上記サイトまた
は二次元コードの読み込みから予約いただけます。

問合せ先　埼玉県産業労働部　企業立地課
　　　　　TEL　０４８－８３０－３８００

【Web 配信】会員優待セミナー
中小企業のための今すぐできる

「業務カイゼン」セミナー
https://www.saitama-j.or.jp/seminar/22ksb

オンライン立地相談窓口
https://a3900.rsvsys.jp

公社
情報

県の
情報

　公社会員専用サイトをオープンしました。会員の
皆様によりよく公社会員サービスをご利用いただけ
るよう、ユーザビリティの向上、メニューの充実化
を図りました。具体的には下記の機能を実装しまし
た。
　○研修申込みの簡素化
　○研修の先行予約機能
　○研修受講者の確認機能
　○研修受講料等の支払い状況の確認機能
　○ビデオアーカイブズプラスへの自動ログイン
　○アクセス埼玉のウェブ閲覧
　○会員優待セミナーのアーカイブ視聴
　　
　今後も内容の充実を図るとともに、会員サービ
スや最新情報を分かりやすく発信していきます。
　ぜひこの機会に、ご利用ください。

※会員の皆様へ
　会員専用サイトへのログイン情報は、郵送とメ
ール（メールアドレスをご登録いただいている方）
にてご案内いたしますので、ご確認ください。

問合せ先　公社　研修・情報グループ
　　　　　TEL　０４８－６４７－４０８７

公社
情報

公社会員専用サイト　オープン
https://www.saitama-j.or.jp/kaiin

18

公社会員専用サイト（イメージ）
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企業の皆様へホットな話題を提供！
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創業者紹介　埼玉で起業した　・　　・　　

馬渕 文子（まぶち ふみこ）さん (66)

　総合商社にてインテリアコーディネーターとして勤務。
在職中にＩＦＡ（国際フラワーアレンジメント協会）にて
フラワーデザイン養成本科を履修。フラワーデザイナー
として世界中の花の展示会へ参加。イベントプロデュー
スなど手掛ける傍ら「花育」や「SDGs」を推進し活動中。

花工房 Akalapua　https://www.akalapua.com
　さいたま市緑区芝原3-33-6
　創業　2020年９月　　従業員数　４名
　ＴＥＬ　090-8493-9302
　事業内容　 フラワーショップ、フラワー教室の運営、

フラワーデザイン

　インテリアコーディネーターとして住宅に関わる仕
事をしている中で「花のある生活空間を楽しむ」こと
に興味を持ち、花が人の心を明るく、優しく、元気に
していくことを知りました。そのような中で埼玉高速
鉄道の浦和美園駅で「カルチャー」として教える機会
や、「駅を明るくしてほしい」と言うお話をいただき、
その思いに共感し、創業しました。

創業のきっかけは？

　a
ア カ ラ
kala フラワーショップは、埼玉高速鉄道の東川口

駅改札前に東川口店を、マツモトキヨシ浦和大間木店
（さいたま市緑区大間木 518-1）敷地内に東浦和店を
構え、生花、プリザーブドフラワー（保存された花）、
アーティフィシャルフラワー（造花）、雑貨、ハンド
メードアクセサリーを販売しています。また、フルオ
ーダーメードのブライダルブーケ、贈答用フラワーな
どもご提供しています。店舗の他に「しあわせの花づ
くり」をテーマにした教室も運営しています。また、
花の魅力を伝えるためのイベントプロデュースも手掛
けています。

事業内容は？

　花を通して、子どもたちの優しい心を育てる「花育」
や年齢を重ねても楽しめる「花カルチャー」サークル
など開催していきたいと思っています。「akala」は
ハワイ語の太陽という意味です。太陽のように元気で
明るい地元をつくっていきたいです。

今後の展開・夢は？

・ノ ノ
ひと ヒト

人とコンピュータを
つなぐもの、でありたい。

OUTSOURCING SERVICES

www.nitto-tech.co.jp

詳細は弊社営業
または下記URLをご参照ください

埼⽟県所沢市⻄所沢1-14-14

広告

馬渕 文子 さん 花工房 Akalapua

akalaフラワーショップ東浦和店。地元で愛される
「造る喜び」「贈る喜び」「いただく喜び」を共有
する花屋さんです。

3月に開催された「第5回ブーケアワード2022in
明治記念館」にて「ideal of sweden賞」を受賞。

某企業の社長の誕生日に制作したフラワーア
レンジメント。要望に応じてアレンジ制作し
ます。

アクセス埼玉 2022.8　創業者紹介
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前例のないビールを150種類以上開発
試行錯誤しながら納得のいくビールづくりにこだわる
　多様な人が行き交い、大きく変化する西川口という街
で、これまで使われてきたことがないような素材を使っ
て、前例のないビールをつくり続けている。2019 年
の店舗設立からの 3 年間で約 150 種類のビールを開発。
最近では、トマトや梅、ワインを使い、試行錯誤しなが
ら納得のいくビールづくりにこだわる。
　街を盛り上げる活動の一環として、近隣のお店で購入
した食べ物などの持ち込みは OK。地域の人がリラック
スして帰れる場所＝サードプレイスとして、西川口を大
きなフードコートに見立てたコンセプトで運営している。

「Beer Beautiful」－未来を変える－
　西川口の頭文字「NK」を冠した銘柄「NK ゴールド」（写
真右）は、南ドイツで製造されているヘレスというスタ
イルにインスパイア（刺激）されて製造。産業革命前の
温度計がなかった時代から使われているデコクションと
呼ばれる製法で、すっきりしているのに奥深い、シンプ
ルながらも味わい深い風味を実現。喉を鳴らすようにも
飲め、多少温度が上がってもおいしく飲めるのが特徴。
　「平次 IPA」（写真左）は、最近アメリカで流行してい
る「ヘイジー IPA」というクラフトビールのスタイルを
基に開発。フルーティーな香りが出るホップの使用や、
とろみが出やすいように麦の割合を変える工夫などをし
て、ネクターのようなビールを実現している。
※ GROW BREW HOUSE では商品の入れ替わりを頻繁に行っ
ているため、今回紹介したビールが常時お店で提供されている
とは限りません。あらかじめ、ご了承ください。

ネイバー＆ブラザーズ株式会社
GROW BREW HOUSE

http://home.att.ne.jp/alpha/caskandstill/grow_web/index_grow.html

川口市西川口1-25-8 近藤ビル1階　Tel 048-251-9366
代表者　代表取締役　川本 将人 氏
醸造長　岩立 佳泰 氏
創業 2019年　資本金 350万円　従業員数 3名
営業時間　月～金曜日17:00 ～ 23:00
　　　　　土日祝日15:00 ～ 23:00
アクセス　ＪＲ西川口駅から徒歩３分

● 読者プレゼント！　
　「GROW BREW HOUSE」での店内飲食券 3,000 円分を
3 名様にプレゼントいたします。応募は、本コーナーの感
想などを添えて、「企業名、所在地、役職・氏名、電話番
号、GROW BREW HOUSE 飲食券希望」を記載の上、so-
dan@saitama-j.or.jp 宛てメール、または、右の読者プレ
ゼントの専用ＱＲコードから、8 月 26 日 ( 金 ) までに、ご応募ください。
　当選者の発表は、商品の発送をもって代えさせていただきます。

● 一般社団法人埼玉県物産観光協会の紹介
　一般社団法人埼玉県物産観光協会は、日々新しく生まれ
る魅力的な県産品や生産者の思いを『SAITAMA BRAND』
として発信し、多くの皆様に知っていただきたくため、「埼
玉県新商品 AWARD」を立ち上げました。埼玉県の生産者
が技術と伝統、土地の恵みを生かして開発した素晴らしい
商品をご覧ください。
https://chocotabi-saitama.jp/award

　「今まで使われたことがないような素材を使って、前例のないビールをつくっ
ていくことが楽しみ。何かいいアイデアがあれば、県内企業さんとも積極的に
コラボのようなことも行っていきたい。いろいろな企画でうちのビールを使っ
ていただけたらうれしいです」と醸造長の岩立さん。

ネイバー＆ブラザーズ㈱
GROW BREW HOUSE

埼玉の造り手
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