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第４４回トップセミナー開催 
～「経営の新機軸」企業・組織・人の底力の再発見～ 

 

 

 1

平成２３年３月４日 ＡＮＡクラウンプラザホテ

ル広島に於いて約１８０名の参加をいただき「経営

の新機軸」を統一テーマに開催しました。 

 
開会にあたり、中国生産性本部 会長 山下隆(中

国電力㈱取締役社長)より、「我が国経済は、海外経
済の改善などにより持ち直しが期待されるものの、

円高の進行や雇用情勢の悪化などが、依然として続

いていることから、先行きの不透明感を拭いきれな

い状況となっている。しかし、こうした状況下でも

たくましく持続的な成長を遂げている企業は存在す

る。それらの企業の特色は、現場を重視して、社内・

社外を問わず人を大切にした経営を行うとともに、

企業の商品がブランドとして浸透して、泥沼化した

価格競争から抜け出しているということである。そ

こで本日は，経営層や労組幹部の皆様に、今後我々

が何をなすべきかについての道しるべとしていただ

くため、経営革新を推進し、困難な局面を乗り越え

てこられたお二人をお招きしてお話を伺うこととし

た。本セミナーにより我々自らの意識改革を促すと

ともに今後目指すべき新たな経営や労働運動のあり

方の構築にとって貴重なヒントをご提示いただける

ものと確信している。」と挨拶しました。 
第１講演は、コマツ（株式会社 小松製作所） 取

締役会長 坂根正弘氏より「『コマツの経営構造改革』
と題し、日本企業の強みである現場力を活かした同

社の経営構造改革の推移と今後の課題および我が国

企業の今後の方向性についてご講演いただきました。 
 

第２講演は、中村ブレイス株式

中村俊郎氏より「過疎のまちから

題し、弱者にやさしい、人間の尊

くりについてご講演いただきまし

最後に、中国労組生産性会議 

り講師および参加者への謝意の後

より、労働組合にとっても示唆に

いた。特に中村ブレイスの中村様

活動をなさっておられ、社会運動を

労働組合の活動の参考にさせてい

のセミナーを機に、労使双方が生

ある生産性３原則を、今一度再確

向けた諸活動を展開して、この厳

り切っていかなければならない。

唱している「働くことを軸とする

に向けて労使で協力し，挑戦を続

ならない。」と挨拶し盛会のうちに
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ＨＯＴ情報 
第４４回トップセミナー 

『コマツの経営構造改革』～強みを磨き、弱みを改革～ 
コマツ（株式会社小松製作所） 取締役会長 坂根 正弘 氏 

 

３月４日(金)、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。 

 

【世界の動きと日本の課題】 

周知のとおり、現在、世界において中国が最も勢

いがある。バブル懸念についても少なくとも今はそ

れがはじけている状況にはない。これからはアジア

を中心にグローバル化が進む。また、世界は人口爆

発の傾向にある一方で、日本では世界の中でいち早

く少子化、高齢化が進展しており、そうした社会の

中では、アジアの成長をどう取り入れるか、という

課題に前向きに取り組まない限り国際競争の中では

生存できない。 

日本の強みはアジア新興国に近いこと。また日本

人のように人と共に働くことをいとわない農耕民族

はものづくりに力を発揮できる。しかし、今、日本

の一人当たりＧＤＰは先進国の中で最低レベルであ

る。社会構造の問題では、東京の一極集中と働き手

としての女性の活用が十分になされていないこと。

本社機能がこれほど首都に集まっている国はなく、

地方は工場だけ、といった状況になっている。また

石川県では親子３代が近くに住んでいるためか、女

性就業率はスウェーデン並みに高く、コマツの女性

社員の子供の平均人数も東京より石川県の方が多い。

横並びではなく、本社機能を地方に移すことを考え

ていかなければならない。産業構造についても、日

本では同じ業種でプレーヤーが多く、これでは各社

とも生き残って行けない。思い切った再編がないと

国際競争に勝ち残ることも難しい。 

 

【コマツの経営構造改革】 

コマツでは、2001年に800億円の赤字となり、「１．

経営の見える化、２．成長とコストの分離、３．強

みを磨き弱みを改革、４．大手術は１回で済ます」

をキーワードに改革を実施した。弱みである固定費

の削減に取り組み、１年半で 500 億円減らし、社内

でも「これでいける」という自信が出るようになっ

た。シリコンウエハなどコアでないビジネスも売却

した。一方、強みを磨くため、アジアを成長のキー

ワードとした。そして、世界に先駆けて環境対策に

強いハイブリッド建機を「ダントツ商品」として量

産化した。量産化に至っているのはコマツだけであ

る。また、21世紀のＩＴの進歩はものすごく、ＧＰ

Ｓを搭載した建設機械が世界で 20 万台動いている。

瞬時に市場の動きがわかり、経営の大きな武器にも

なっている。 

 

【企業価値について】 

企業価値とは、ステークホールダーからどれだけ

の信頼度を得ているか、ということだが、お客さま

や取引先から「コマツでないと困る」という度合い

を高めることが信頼度の向上と考えている。そのた

めには、苦楽、特に苦をともにすることが重要であ

る。株主は逃げ出せても、社員や協力会社は逃げ出

せない。リーマンショック時、協力企業が資金繰り

で困っていれば、設備を買い上げてリースにしたり、

さらに、コマツ自身で銀行に掛け合ったりもした。

そうした関係を築いていれば、危機を乗り切ったら

増産投資に応じてもらえる。苦しい時をともにした

企業が信頼を得られる。 

 

【トップリーダーのあり方、役割】 

リーダーは着眼大局をしっかり持っていなければ

ならない。世界の本質的な変化や国・企業の課題を

しっかり認識していないと経営姿勢や判断がぶれる。

「技術に勝ってビジネスで負ける」ということがあ

るが、トップは早い時期から、その技術を使ってど

んなビジネスをしようとしているのかを明確に意識

し、決定を早くやらないと国際競争には勝てない。 
譲れない価値観と行動様式を持つことも重要で、

コマツも日本流の良さを持った「日本国籍」のグロ

ーバル企業を目指していく。弱みの議論からは何も

生まれない。強みを磨いていかなければならない。 
 

◇中村ブレイス株式会社 代表取締役 中村俊郎氏の
ご講演要旨は来月号に掲載します。 
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役員リレー寄稿 

中国生産性本部常任理事  

                   宗 村 敏 彦 氏 
              (財団法人山口経済研究所 常務理事) 
 
 
今まさに春爛漫。冷たく厳しい冬を何とかやり過

ごした安堵感がある。時折ぶり返してくる寒さはあ

っても、陽光の明るさはもう揺るぎない。しかもそ

の光は日に日に輝きを増し、日脚も知らぬ間に延び

ていく。何もかも不確実な世の中にあって、ここし

ばらくは心地よく明るい先行きが無類の確かさで約

束されている。 
しかし、社会経済に目を転じると、こちらは寒々

とした将来像が浮かび上がってくる。とりわけ山口

県の人口問題である。平成 22 年国勢調査の結果速報

によれば、県の人口は前回調査(平成 17 年)に比べて

約４万人(2.8%)減少し約 145 万人。なんと戦後間も

ない昭和 22 年の人口をも下回る数字だ。日本全体の

人口は現在がピークと推定されるのに対し、山口県

では「少子化時代の若者流出」によって既に四半世

紀も人口減少を続けている。人口構造の面でも老年

人口(65 歳以上)割合が全国の最高水準に肩を並べ、

その姿は秋田県などと同様、「日本の未来図」とぴっ

たり重なってくる。 

「お客様をお待たせするのもサービスなんです」。

かれこれ 20 年も前のこと、地方銀行で人事を担当し

ていた私は、県の過疎地にあるＫ支店の支店長がふ

と漏らした言葉にある種のカルチャーショックを受

けた。若い人事担当者を諭すように支店長は話を続

けた。お年寄りの多いこの土地では、病院と銀行が

皆さんのサロンになっている。窓口係がてきぱき処

理しようものならたちまち不興を買うのだと。20 年

経って、山口県の老年人口割合はＫ町の当時の水準

に追いついてきた。この 20年で人口が４割減少した

Ｋ町は「山口県の未来図」なのだろうか。 

人口問題の悩ましさは、20年、30 年後の姿が確定

していることにある。冬が終われば春が訪れるよう

な確かさでその未来が近づいてくる。しかし、敗戦

後わずか 7,200 万人の日本人は、食糧不足や住宅難

に苦しみながら、それこそ明日をも知れない境遇か

ら奇跡的な復興を遂げた。いまは高齢者と呼ばれる

当時の人々に、不思議な明るさとエネルギーがあっ

たこともまた動かし難い事実である。 

◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆◇◇◆

 
 
 
 
 

 
西日本生産性会議２０１１年 
   ７月に広島市で開催！！ 

西日本生産性会議の詳細が決まりましたのでお知

らせいたします。５月上旬に送付させていただく、

パンフレットで詳しくご案内させていただきます。 

多くの方々のご参加をお待ちしております。 

 

 

日程：平成２３年７月２８日(木)～２９日(金) 

場所：リーガロイヤルホテル広島（広島市中区） 

基調講演「変化する世界と日本の未来」 

伊藤忠商事株式会社 代表取締役会長 小林栄三氏 

展開討議「日本の新たな針路」 

パネリスト 

◇伊藤忠商事株式会社 代表取締役会長 小林栄三氏 

◇日本労働組合総連合会 会長 古賀伸明氏 

◇株式会社日本政策投資銀行 

地域振興グループ地域支援班参事役 藻谷浩介氏 

コーディネーター 

◇慶應義塾大学 教授 樋口美雄氏 

 

 

２日目 

第１討議「厳しさを増す雇用問題において労使が果たす役割」 

パネリスト 

◇富士電機ホールディングス株式会社  

特別顧問 加藤 丈夫氏 

◇私鉄中国地方労働組合広島電鉄支部  

執行委員長 佐古正明氏 

◇メイテック労働組合 中央執行委員長 西尾 清氏 

コーディネーター 

◇株式会社日本総合研究所  

調査部ビジネス戦略研究センター所長 山田 久氏 

第２討議「逆境の中で輝く企業づくり」 

パネリスト 

◇株式会社セブンプラザ  

代表取締役社長 山口貞利氏 

◇株式会社ビューティーサロンモリワキ  

代表取締役 森脇喜三氏 

◇医療法人ヨリタ歯科クリニック 

    理事長 寄田幸司氏 

コーディネーター 

◇人と経営研究所  所長 大久保寛司氏 

 

特別講演「夢しか実現しない！」 

 株式会社アントレプレナーセンター  

           代表取締役 福島正伸氏 
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平成２３年度通常総会 
日 時：５月１６日(月)１４：３０～１８：００ 
場  所：ホテルセンチュリー２１ 

内 容： 

◇通常総会 

１．平成２２年度事業報告及び決算報告について 

２．平成２３年度事業計画及び予算について 

３．その他 

◇特別講演会 

「どくとるマンボウ家の素顔」 

～「マカ」前年比６０００％のヒミツ～ 

       講師 エッセイスト 斎藤 由香氏 

 ◇名刺交換会 

中堅社員セミナー   

～結果を出せるたくましいリーダーとなるための自己改革～ 

この大不況の中、企業が存続・発展していくために

最も重要なことは、現場のリーダーとなる中堅社員の

育成です。企業の中で第一線の現場を担っている中堅

社員が、やる気を向上させ、本気で現場を変革してい

くことが大きな鍵となります。本セミナーでは、中堅

社員に求められるプロ意識と自ら考え行動する役割を

認識していただきます。 
日 時：６月２２日(水)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 15,000円 

講 師： 

マインドセットジャパン株式会社 代表取締役  

神戸女学院大学非常勤講師 服部 英彦氏 

内 容： 

１．競争をし、結果を出すリーダーの役割と責任 

  ・他者から見た自分の第一印象を知る 

  ・中堅社員の仕事とは？ 

  ・目的を共有して、目標を明確化にする 

２．後輩はリーダーの背中を見て育つ！ 

  ・「ＧＯＯＤ ＯＪＴ」「ＢＡＤ ＯＪＴ」 

３．現場力を強化するリーダーの仕事力 

  ・次世代リーダーとして必要な能力 

  ・メンバーをイキイキさせるために 

  ・メンバーの協力を結集する 

４．あなたは期待されている！リーダーとして活躍す

るために 

  ・成果をあげるリーダーの思考法 

  ・使命感を持ったリーダーが求められる 

係長・主任セミナー 

～強い組織をつくる係長・主任の意識改革～ 

部下や上司と接するときのノウハウでも、「なるほ

ど」と思う方法を厳選して紹介します。決して難しい

ことではなく、その効果を知れば誰もが実践してみた

くなる内容ばかりです。また「働くとは」「人生とは」

という本質的なテーマにも触れていきますが、受講者

が納得する深い気づきを与えていきます。そして、何

より、人が成長し成果を上げる極意を惜しみなくお伝

えします。 

日 時：７月１２日(火)１０：００～１７：００ 

場  所：広島市文化交流会館（広島市中区加古町3-3） 

会員参加料： 15,000円 

講 師：アクティブ経営研究所 所長 

    経営コンサルタント    鑄方 貞了氏 

内 容： 

１．自分の人生のために仕事をしていますか？ 

２．自分自身の長所を知れば、あなたは変わる 

３．係長・主任の本当の役割とは？ 

４．部下の「やる気」をひきだす動機づけの秘訣 

５．職場の人間関係を良くする心理テクニック 

６．仕事のできる部下を育てるための極意！ 

７．自己革新できるリーダーが組織を変える！ 

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１０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 

会長 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

起こりうるのかを予測 

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 

 

「経営革新」講演会・セミナーのご案内 

 東日本大震災で被災をされた方々へ謹んでお悔や
みを申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈
り申しあげます。 
 本号の事業報告ならびに寄稿は、震災前にお寄せ
いただきましたのでご了承ください。 

〈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/ 


