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い時期に対応を進めるのが後々後

周知の通り、少子高齢化による

何を意味するのかは後述するとし

増加することになります。これが
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日本の状況を直視しろ！〝予測型経営〟が会社の未来を必ず明るくする

特 集 企 画 中小企業のための「2018 年」予測型経営

共に海外に出ていき、部品は現地
市場を席巻する」という言説がせ

わると、世界では「電気自動車が

調査を始めた」と語ったことが伝

生産・販売の禁止時期に関連する

工業情報省次官が「化石燃料車の

して「広がり始めると止められな

しいのは「急にやって来ない」そ

ことになります。この現象の恐ろ

そのものが市場から退場していく

小に加え、特に内燃機関系の部品

カーは人口減による全体のパイ縮

ます。

つあるのは想像に難くないと思い

次、 次が自動車メーカーと

で調達するようになれば自ずと業
きを切ったように駆け巡っている。

ち位置だからです。

量は減ります。自動車メーカーの

です。１９９０年当時は 歳です
から、 年弱で 歳も高齢化して

まって低公害車のニーズは高まり

境基準を背景に、各国の規制も相

世界に目を向けると世界的な環

パラダイムシフトが生じる

メーカーでなくても生産が可能と

でも分かるように、従来の自動車

造で、米国のテスラモーターの例

の内燃機関の車とは全く異なる構

ると、そもそも電気自動車は従来

ーにどう影響を及ぼすかと考察す

って、子供自身が継ぐのを拒否す

た、昨今の働き方の多様化も相ま

継ぐ子の選択肢も狭まります。ま

子や兄弟姉妹が 人の場合、引き

ないケースもありますが、一人っ

因です。そもそも社長に子供がい

長化です。これも少子高齢化が要

継者不足による社長の引退時期延

います。この原因は、ひとえに後

ます。国内では、ハイブリッド車

なります。一般的にはＥＶ車は内

／

）

現在、事業承継が主要因で廃業

るケースもあります。

皆様は「問題」と「課題」の違い

が 分 か り ま す か？ 以 下 は、 筆 者

の定義になります。

「問題」

頭の中にゼロ水準の線を描いて

見てください。例えば次のような

状態です。

・先月はマイナス〇〇円の赤字

〇〇％上回っている

・不良率が目標の〇〇％に対し、

・後継者候補が１人もいない

これらは、緊急で対応をする必要

があります。

ゼロ水準から上にある状態で理

「課題」

想は、不完全な状態です。例えば

次のような状態です。

無縁の企業参入が増えることにな

グルやダイソンといった自動車と

た自動運転の技術も確立されグー

伴う倒産は年間約 千件程ですか

す。一方、資金繰りや売上減少に

半数は黒字であると言われていま

する会社は年間約 万件で、その

る危機感のズレが埋まらず、人

・社長と社員の立場の違いから来
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間関係にストレスを感じる

社にお金が残らない
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少ないと言われています。
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くい 次、 次メーカーはジリジ
リと業量が減少してから初めてそ
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冒頭でも触れたように、現在の

頭に他社とのＥＶ専用の合弁会社
を最近設立したのは記憶に新しい

国内の会社社長の平均年齢は 歳

に呼応しているようです。

り、慌ててこのパラダイムシフト

と思います。国内勢は出遅れてお

の現象に気付きます。今からそう
なることを予測して、 年後、
年後、 年後のビジョンを経営者
自ら策定することが生き残るか否
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・次への奮い立つ様なビジョンが
描けず、社長も社員も毎日の活
動がビジョン実現へ積み上がっ
ていく実感がなく、いまいち力
が入らない
ちなみに、日本でもベストセラ
ーとなった『七つの習慣』の著者

って解説しましょう。
気づく：個々人（読者自身）の価
値観です。言い換えるとビジョン
（理想の状態）です。将来どの様
な理想の状態になりたいのか思い
描いてください。

者育成期間を 〜 年と考えるケ

く、経営力を引き継ぐための後継

ために、毎月 回は社内で振り返
りの場を設け、評価や改善をする
ことが実現への唯一の早道で、こ
れが良く知られた「ＰＤＣＡサイ
クルを回す」になります。

喫緊の課題
それは「事業承継」

ースが多数を占めています。

つまり、早い段階で計画的に事

業承継対策に取り組むことが重要

であり、社長の年齢が 〜 歳位

までは「緊急ではないが、重要で

ある」課題の状態、 歳後半〜

歳代は「緊急であり、重要でもあ

る」問題の状態になります。この
は 割が決まっていないというデ
うにしたがって後継者不在による

ータがあります。これは、年を追

ガイドライン 問 答」をダウン

は、中小企業庁発行の「事業承継

だけたらと筆者は考えます。詳細

ような括りで、気づきを得ていた

みくもに行動するのではなく具体

と結果が伴いません。ただし、や

思っているだけで行動に移さない

動 」 す る こ と で す。 考 え て い る、

やる：気づきと決断に従って「行

になります。

るとき、同時に何かを捨てること

冒頭でも述べたように社長の平

決める：これは「決断」とも言え
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50
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残しません。つまり、何かを決め

同書で次のように定義します。
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廃業が年々増加することを意味し
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ロードして読まれることをお薦め
が 割以上でしたが、近年、その
比率が 割弱に減少しています。

では、どのようにして自社の経

りません。経営者の仕事は、会社

す。会社は継続しないと意味があ

続ける：マネジメントそのもので

先代から事業を引き継いだときに

測が問題になっています。そして、

継者候補のコミュニケーション不

い経営者が 割程おり、社長と後

候補に事業承継の話しをしていな

補がいる企業においても、後継者

います。驚くべきことに後継者候

の第三者への事業承継が増加して

ことになります。

かは、ズバリ「連鎖倒産」という

もなります。これが何を意味する

に欠かせない仕入先を失うことに

売り先を失うばかりでなく、事業

てみました。廃業件数が増えると、

承継問題が増加することを考察し

が年を追うごとに高齢化し、事業

口減少が原因で、社長の平均年齢

ここまで、少子高齢化による人

中小零細企業のＭ＆Ａ

営環境に起因する将来の課題を予

の理念を明確にしてビジョンを描

として挙げている経営者が最も多

「経営力の発揮」を、苦労した点

●課題解決のための考え方

出やすいでしょう。

間やお金が効率的に使えて結果が

行動の見える化を実施すると、時

測し、解決する筋道を立てたらい

き、それに基づいて長中期計画を

2

づける早道なのです。

いのでしょうか。その解決法方は、

立てることです。ビジョン実現の

一方で、親族以外の役員や社外

●事業承継の切り札！

ます。また、かつては親族内承継

20

課題：緊急ではないが、
重要である

5
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博士は成功する習慣は「課題」
の領域にフォーカスして、時間を
充てることだと提唱します。自社
の「緊急ではないが、重要である」
課題とは、どの様な事項なのか是
非書き出してください。そして重
要事項から始める習慣が、課題が

60

４つの視点「気づく・決める・や

的な「アクションプラン」を立て

8

る・続ける」になります。順を追

問題に変わらず、理想の状態に近

1

3

9

※中小企業庁発行の「事業承継ガイドライン 20 問 20 答」は以下からダウンロードできます
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei20/index.htm
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ビスを次世代に伝承し雇用を守

右 さ れ ま す。
「培った技術やサー

営者のビジョンの持ち方一つで左

事業を今後どの様にするかは、経

と筆者は断言します。前述の通り

がかかれば良いのですが不充分だ

これらの行政の対策で、歯止め

います。

枠確保など国家的な問題と捉えて

の開催や、事業承継補助金の予算

期的な事業承継に関するセミナー

相談に対応しています。また、定

ンター」を開設し事業承継の無料

す。各都道府県に「事業引継ぎセ

した様々な施策を打ち出していま

を食い止めるべく事業承継に関連

経済産業省を中心に、この現象

残りの人生に返済負担が重くのし

態で会社を清算すると、経営者は

です。もし、赤字や借入がある状

路や技術、ノウハウを買いたいの

手は、それらを含め、売り手の販

せんが、それも間違いです。買い

言われる経営者もいるかも知れま

はないので売れるわけがない」と

「 い や い や、 ウ チ は 黒 字 経 営 で

ています。

と社員の雇用を守ることが実現し

されて、ハッピーリタイアメント

実際には経営者が金銭的にも解放

が情報不足による間違いであり、

に、その悪いイメージはほとんど

るのではないでしょうか。ちなみ

員が辛い思いをするイメージがあ

の様に振る舞い、売り手会社の社

思います。また、買い手が占領軍

場環境に対して数が足りていませ

ートするＭ＆Ａアドバイザーは市

す。一方、中小企業をコーディネ

社の対応となり手数料も高額で

イザーは、当然、Ｍ＆Ａの専門会

大企業を手掛けるＭ＆Ａアドバ

なければなりません。

れるような崇高なアドバイザーで

められた場合、自ら破談を申し入

を進めると双方に損害が出ると認

は基本中立な立場で、万一Ｍ＆Ａ

の存在です。Ｍ＆Ａアドバイザー

が、 所 謂「 Ｍ ＆ Ａ ア ド バ イ ザ ー」

包括的にコーディネートするの

ぼ株式譲渡になります。それらを

があり、中小企業のケースではほ

として「株式譲渡」と「事業譲渡」

合上割愛しますが、基本的なこと

会社売却方法の詳細は誌面の都

手術を行うようなもので、そのリ

医師免許を持っていない人が外科

あります。

格が予想より高額になるケースも

形へ会社を磨き上げれば、買収価

アドバイザーとなります。最適な

形に持っていくのが優秀なＭ＆Ａ

に把握し、Ｍ＆Ａ実行時に最適な

理由になりません。これらを事前

らなかった」
「聞いていない」は

噴 き 出 す 可 能 性 が あ り ま す。
「知

境汚染などが、Ｍ＆Ａ後に一気に

業代未払、秘密漏えい、土地の環

可能性が大です。

まうと、後々面倒なことが起こる

れをやらずにＭ＆Ａを実施してし

その道の専門家が対応します。こ

財務・労務」の３つであり、各々

り、社会に貢献する」この様な高

かかることになり、社員も解雇す

一の方法なのです。

い志を持っているが、高齢となり、

スクは計り知れません。

Ｍ＆Ａを素人目線で行うことは

例えば、簿外債務、社員への残

かつ親族内や社内に承継する人物

ん。Ｍ＆Ａを検討される経営者は
前述した崇高な考え方を持った中

ることになるでしょう。
筆者は「売れない会社はない！」

が見当たらない経営者の方は、中
小企業者同士のＭ＆Ａ（企業の合

最 後 に、 タ イ ト ル「
〝予測型経
逆に、やってはいけないことは

であると説きました。本稿が読者

に気づき、何を決断するかが重要

る」の原理原則ですが、それは何

営〟が会社の未来を必ず明るくす
自身が知っている会社をＭ＆Ａす

の皆様の良い気づきとなれば幸い

小企業専門のＭ＆Ａアドバイザー
相性で比較的早く決まるケースが

ることです。Ｍ＆Ａには、事前の

と巡り合うことが大切です。
ほとんどです。ですから、早く自

デューデリジェンス（会社の精査）

を基本としています。特に中小企

近年、中小零細事業者のＭ＆Ａ

社を買いたいと思っている第三者

業の場合、経営者同士の考え方や

が増加しています。Ｍ＆Ａと聞く

に会社を委ねる決断をしてくださ

です。

併や買収）を視野に入れることを

と、マスメディアに登場する大企

があります。それは「ビジネス・

お薦めします。

業の戦略的な合併で、中小企業に

い。それが、手遅れにならない唯

2017.12

23

は不向きと見る経営者もいるかと
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