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時代の潮流とリーダーシップ 

～激変する時代に  今  必要なこと～ 

 

当本部では、経済アナリスト・シンクタンク藤原

事務所 所長 藤原直哉氏が講師の講演会「時代の

潮流とリーダーシップ」を年に４回、開催していま

す。 
 平成１３年に、初めて当本部で「２１世紀を作る

リーダーシップ」と題して講演をしていただきまし

た。（そのときの講演録が必要な方はご連絡ください。

会員の方は無料でお送りします。） 
そのリーダーシップの考えはあまりに斬新でイン

パクトがあったので、その後も当本部では藤原講師

を追い続けていました。大きく変化する世界や日本

の経済社会の情勢について的確に予測し、それを乗

り越えるリーダーシップのあり方を説き続ける講師

の先見性に感銘し、平成１６年度から「時代の潮流

とリーダーシップ」の講演会を開催しました。 
第１部は「激変している時代潮流」、第 2部は「新

しい時代のリーダーシップ」の構成で５年間続けて

きました。 
 第 1部では、日本や世界の経済や社会情勢につい
てマスコミでは流れない現場の生きた情報をもとに

鋭く解説していただいていますが、数年前に既に、

平成２０年は大企業が大変な経営危機に直面するこ

とを予測され、それに対する経営のあり方を、第 2
部の「新しい時代のリーダーシップ」で語り続けて

いました。 
 その頃は、まだ、日本の景気が良いとされていた

時でしたので、対策を講じるように言われても、な

かなか具体的な行動には移せませんでしたが、既に

起こりうることを聞いていると、大事になる前に景

気が低迷する前兆を察知すること

講者から引き続いて開催してほし

んいただきました。 
 平成２１年度も、全 4回の開催
た。 
 第１回は６月１２日（金）、第２回

第３回は１２月４日（金）、第４回

５日（金）です。開催時間は１３

０の予定です。開催場所は、広島

ております。 
 当本部の会員の方は１名様まで

からは１名につき８５００円の参

遠方で広島市の会場までお越しに

ープに講演を録音してお送りする

ます。どうぞ、お気軽にお問合せ

 大変、刺激的な内容の講演会で

代の中で企業経営を考える一助と

めに企画しています。 
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ＨＯＴ情報 

第４２回トップセミナー 
～良品計画の経営改革とグローバル展開～ 

株式会社良品計画 代表取締役会長(兼)執行役員 松井 忠三氏 

 

２月２６日(木)広島市において開催しましたトッ

プセミナーの講演要旨をご紹介します。 

 

株式会社良品計画の設立は、1989 年 6 月 30 日、

資本金:6,766百万円、従業員:4,312名（正社員1,064

名パート 1,868 アルバイト 1,380）である。 

主な事業は、無印良品を中心とした専門店事業の

運営／卸売事業である。店舗は、国内 328 店舗、国

外 76 店舗である。主な顧客層は、平均年齢 32.5 歳、

性別:女性 73.5%男性 26.5%である。 

無印良品のコンセプトは、「わけあって安い」をコ

ンセプトとしている。①素材の見直し②工程の点検

③包装の簡略化に取り組んでいる。 

過年度経営実績で、1999 年には 1990 年と比較し

売上高 4.3 倍、経常利益 123 倍、当期利益 154 倍と

順風満帆な成長をした。 

しかし、1999 年をピークにし売上高、経常利益、

当期利益と下落の一途を辿った。内部要因として①

慢心、奢り②大企業病③短期的対策④ブランドの弱

体化⑤戦略の誤りがあった。その 2001 年の最低迷期

に私が社長となった。挫折要因としては、ユニクロ、

１００円ショップ、ニトリ、ヤマダ電機などの競合

勢力の台頭が上げられた。 

そこで 2001 年に 9項目の改革（①新体制人事【前

体制は退任か降格】経営陣の強化②店長とのダイレ

クトコミュニケーション③経営改革プロジェクトを

発足④不良在庫の処理⑤不採算店の閉鎖・縮小⑥海

外のリストラ⑦主要幹部人材の固定⑧組織体制の変

更⑨厚生年金基金からの脱退）に取り組んだ。 

引き続き、2002 年 8 項目の改革（①店舗リストラ

に目処をつける②お買い物優待券とＭＵＪＩ ＣＡ

ＲＤポイント③生産・調達構造の改革④売り場に自

主性が出てきた⑤品質苦情をなくす⑥印鑑は３つま

で⑦提案書は原則１枚⑧次の成長に向けての準備）

に取り組み、品質レベルの向上（クレーム件数減少）、

在庫コントロールの向上、差益率の向上（衣服・雑

貨、生活雑貨、食品）、海外ビジネスの拡大と収益構

造の改善を実施し 2002 年、売上高 1143 億円、経常

利益 71 億円、当期利益 23 億円から、毎年、売上高、

経常利益、当期利益を上げ、2007 年には売上高 1620

億円、経常利益 186 億円、当期利益 106 億円を上げ

Ｖ字回復を果たした。 

経営の変革として、①ブランドの進化“わけあっ

て、安い”＝内容を時代に合わせて変化させてゆく

②販売の進化として出展基準・改装基準をマーケッ

ト、商業施設、店舗環境、その他の視点から物件評

価する。③業務構造の変革として、(1)３０％委員会、

(2)「主管部主義」に「部門長主義」を加えたマトリ

ックスへ(3)仕事をなくすことで効率化を実現する。

④見える化として(1)衣類・雑貨の生産(2)出店判断

(3)毎週月曜日の監査室報告(4)業務標準化委員会の

設置⑤標準化としてＭＵＪＩ ＧＲＡＭ（販売オペ

ーション・マニュアル）による店舗運営⑥ボトムア

ップとして改善によるＭＵＪＩ ＧＲＡＭ定期改定

⑦人材委員会を課長以上役員までを対象にし「ファ

イブボックス」「プロフィールシート」「キャリパー・

ポテンシャル・レポート」を活用し年２回開催⑧自

前化として業務ニーズに即応できない構造改善、い

つも同じベンダー（硬直した取引関係）の改善を展

開している。 

システム改革としては、①コアな業務システムこ

そ自社開発にチャレンジする。②自社開発はベンダ

ーに依存しない独自の方法で行う。③競争原理＆柔

軟性のある「部品化」構造にする。この３つを基本

方針としている。グローバル展開として、海外戦略

の転換を図り現在、世界最大の小売市場である米国

に進出するとともに、躍進する中国(北京)・トルコ

(イスタンブール)への進出も行ったところである。

国外計画において、2009 年度は、40 出店、2010 年

度は、43 出店を計画し国外店舗数 181 店となる見込

みでグローバル企業として、2010 年度海外売上高

400 億円、連結売上高構成比 20%を目指す。 
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ＨＯＴ情報 

第４２回トップセミナー 
～勝 負 に 向 か う 集 中 力～ 
社団法人日本将棋連盟 谷川 浩司氏 

 
 

２月２６日(木)広島市において開催しましたトッ

プセミナーの講演要旨をご紹介します。 

 

棋士の三つの顔 

プロ棋士としての理想は、「勝負師」「研究者」「芸

術家」の三つの顔を持つことではないかと思ってい

る。昔は、相手の情報がないまま対局の日に顔を合

わせ、盤を挟んでからが勝負だったので「勝負師」

の要素が高かった。今は、相手の将棋の指し方がテ

レビやインターネット等でわかるので、対局通知が

届く２～３週間前から勝負が始まっている。だから、

対局前から「研究者」としての部分がかなり大きな

割合を占めていると思う。 
理想は、対局のない日は「研究者」として将棋を

見つめて、対局の序盤・中盤は「芸術家」の目で見

て、終盤の勝ち負けがつくところでは、しっかりと

「勝負師」の目で見るというのが良いと思う。あま

り「研究者」の顔が強すぎると、どうしても研究に

頼りすぎるようになる。勝負は、相手があることな

ので研究の通りに事が進まないことが多い。すると、

新しい世界に踏み出す勇気が出てこなくなる。 
また、「芸術家」の顔が強すぎると、実践が思うよ

うに上手くいかずミスをする時、自分のミスに嫌気

がさし、勝負に淡白になることがある。 
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そして、「勝負師」の顔が強すぎると、目先の勝負

に固執してしまう。もちろん勝負だから勝たなけれ

ばならないが、一番大事なことは、自分自身のレベ

ルアップである。対戦相手だけに勝つにはどうした

ら良いかだけだと、自分の大きな飛躍は望めないよ

うな気がするので、この三つの顔をバランスよく上

手く使い分けることが大切だと思っている。 
先を読むということ 

「プロ棋士は何手先まで読めるのか？」とよく質

問をされる。将棋は、１手ずつ指すゲームだから、

極端に言えば、現在の局面でどの手が 100点の手か
わかれば、その先を読む必要はない。相手が指した

時に、改めて、また考えればよいのである。究極の

目的は、現在の局面でどの手が１００点なのかを結

論づけることである。そのためには、何手か先を読

まなければ１００点の手がわからない。1000手読み
ますと言えば、「すごいですね」と言われるが多く読

むことが偉いわけではなく、正しく読むことが大切。

むしろ読むことよりも逆に読まないで済ませること

の方が大事。読みを一本の木に例えると、幹をしっ

かり見極めることが重要で、枝葉をいくら読んでも

仕方がない。枝葉の部分は切ってしまい、幹がきち

んとイメージできることが一番望ましい。 
プロ棋士は、数ある選択肢のある中で、９割を捨

てて残りの１割を深く検討することをやっている。 
それは、皆さんがデパートで１００の品物がある

中から好きな洋服を３～５着を直感で探す作業と似

ている。それが、私達の先を読むということで、棋

士の場合は、だいたい３０分考えればある程度の結

論は出すことができる。しかし、１局の中で何回読

んでも先が読めないことがある。つまり、最初に選

んだ３つに気に入る洋服がなかったということであ

る。このときに大事なのは、また、デパートの１階

の案内表示に戻るということである。それは、今ま

で考えていたことを白紙に戻すということである。

そうすると、新しい構想がひらめいてくる。自分の

個性に合わないと思っていたけれど、一度、考えて

みようということが生まれてくる。１０分ぐらいで

すんなり決断できたときも嬉しいが、苦労して時間

をかけて自分に合ったものを見つけた時は愛着が湧

いてくる。 
本筋しか指せない棋士は一流にはなれない 

 常識や本筋がわからない人は、最初からプロにな

らない方が良い。時々、突発事項が起こりアクシデ

ントが起こったときに、きちんと対処が出来て、色

んな可能性を考えて、その中で最善の方法は何かを

考えられる人が一流である。すなわち、本筋の手し

か指せない人は一流にはなれない。 
将棋の醍醐味は直感で捨ててしまいそうな常識外

の手を敢えて白紙に戻して掘り起こして、自分のも

のにするということではないかと思うようになった。 
将棋の醍醐味を経営に置き換えるとすると、経営

でも常に選択決断を迫られていると思うが、８～９

割は知識・経験・個性・流れで結論が出せる案件が

多いと思う。１～２割は難しい問題が出てくる。そ

んな中で、苦しいと思うのではなく、「ここが俺の腕

の見せ所なんだ。今こそ真価が問われているんだ」

と難問に臨む方が増えれば、100 年に１度の不況と
言われる景気も変わるのではないかと門外漢の立場

で恐縮だが思う。 
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平成２１年度 通常総会・特別講演会 

 

平成 2１年度の通常総会の日程が決定しました。詳

細につきましては、改めてご案内いたします。何卒、

よろしくお願いいたします。 

日 時：５月１４日（木） 

     14：30～15：30 通常総会 

     15：40～17：00 特別講演会 

場 所：ホテルセンチュリー21広島 

（広島市南区的場町1－１－25） 
 

特別講演 

激変する環境と日本経済の進路～絶望の先にある希望～ 

講 師：中京大学名誉教授 

東京福祉大学 大学院教授  水谷 研治氏 

 
※通常総会に先立ち、５月１４日(木)１３：３０から
理事会を開催いたします。 
 

 

管理者研修 

～企業を生き残り・発展に導く管理者の条件～ 

 管理者は、経営者の分身となり今までの成功体験・

既成概念を捨て去り、現場や部下を変革していく使命

感と管理能力、さらに、行動力がなくては経営改革は

ありえません。このセミナーでは、管理者の方々の意

識改革をせまるとともに、理論ではなく、実務、行動

を重視した実践的管理手法を習得していただきます。 
日 時：６月１６日（火）１０：００～１７：００ 

場 所：ウェルシティ広島（広島厚生年金会館） 

（広島市中区加古町３－３） 

会員参加料：15,000円 

講 師：経営労務問題研究所 代表  

     経営コンサルタント   原田 虔一郎氏 

内 容： 

１．厳しい時代を乗り切る覚悟を決めよ 

 ２．あなたが燃えれば部下も燃える 

 ３．これからの時代こんな管理者が会社を滅ぼす 

 ４．できる管理者はここが違う 

 ５．管理の５大機能を身につける 

 ６．管理の基本を学ぶ“あなたならどうする” 

 ７．部下を誉めよ、やらない部下も放置しない  

 ８．ここまで準備すれば大戦争時代に勝てる  

 

 

中堅社員セミナー 
～「やる気」と「自信」が湧いてくる中堅社員セミナー～ 

自分のキャリアをどうするか。後輩の指導をどうす

るか。中堅社員の抱える悩みは尽きません。本セミナ

ーは、ただ一方的に講師の話を聴くだけではなく、グ

ループワークを交えながら、自分が納得する指針を自

分で見つけ出し、行動につなげていくものです。 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

日 時：６月２３日(火)１０：００～１７：００ 

場 所：ウェルシティ広島（広島厚生年金会館） 

（広島市中区加古町３－３） 

会員参加料：15,000円 

講 師：コンサルタント   浦上 俊司氏 

内 容： 

 １．競争し、成果を出すリーダーの役割と責任 

 ２．意識が変われば行動が変わる！ 

 ３．やる気のスイッチを押し、壁を乗り越える方法 

 ４．後輩にやる気を与え行動を起こさせる！ 

 ５．新人・若手社員の見本となり職場風土を変革！ 

 ６．感謝道を実践すれば道は拓ける！ 

 

 

 講演会  

時代の潮流とリーダーシップ 

～激変する時代に 今 必要なこと～ 
日 時：６月１２日(金)１３：３０～１７：００ 
場  所： 広島国際会議場(広島市中区中島町1-5) 

会員参加料： １名様まで無料(２名様以上8,500円) 

講 師： 

 経済アナリスト シンクタンク藤原事務所 

所長 藤原 直哉 氏 

内 容：  

第１部 激変している時代潮流 

・日本や世界の経済・社会情勢を現場の生きた情報を

もとに鋭く解説。 

・今、何が変化をはじめ、近い将来にどういうことが

起こるかを予測 

第２部 新しい時代のリーダーシップ 

・今までのマネジメントだけでは、この環境変化を乗

り越えられない 

・新しい時代のリーダーシップの真髄 

 

〈発行〉中国生産性本部 
〒730-0041 広島市中区小町 4-33中電ビル 2号館 4階 
ＴＥＬ（082）242－7972 ＦＡＸ（082）242－7973 
ＵＲＬ http://www.gr.energia.co.jp/cpcenter/ 


