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青少年奉仕月間

金森 市造

5月は青少年奉仕月間です。

2021年5月13日

先日、五大奉仕部門のことに触れたと

ー

き、記しました通り、青少年奉仕部門の
認証は他の四大奉仕部門＝クラブ奉
仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕が

5月20日（木）、27日（木）の例会
は、コロナ感染拡大防止対策と
して休会いたします。
次回例会は6月3日（木）開催予
定といたします。
（5/13現在）

1927年、
ベルギーのオステンドで開か
れた国際大会で決定され以後、連綿と
その奉仕活動が行われていましたとこ
ろ、時代の変化に呼応する形で2010
年規定審議会において、
これに第五奉仕部門として、
「 青少年奉仕」
が加えられ、標準ロータリークラブ定款・第5条 五大奉仕部門 第5項
となりました。
青少年奉仕は、青少年に関わる種々の活動・プロジェクト・交換プロ
グラムを通じて、青少年や若者を社会に好ましい変化をもたらす存
在に育て上げることを目指しているのです。
青少年奉仕部門の活動は、当地区では以前は海のライラ・山のライ
ラや少年・少女のニコニコキャンプの活動を通じてこれまで幅広く進
めてこられました。
しかしながら、青少年交換委員会・ローターアクト
委員会・インターアクト委員会の各活動は、近年参加者の減少、支援
ロータリーアンの高齢化、地区財政の逼迫化などの複合的な要因で、
活動の規模は縮小傾向になりつつあります。

特に、春の海のライラ、秋の山のライラ、少年・少女ニ

より父親や社長がロータリー活動している姿を目の

コニコキャンプは、地区青少年奉仕活動部門が管轄

当たりに見て一目置いてくれることの一助に十分な

する三大行事ですが、実際の準備や実行がホストク

りました。

ラブ主体で進められるため、
ガバナー主催の地区行

私の齢40〜50歳前半までの間、
くずはRCは、青少年

事と認識されている会員は、比較的少ないのが残念
なことです。

交換事業に積極的に取り組んでいました。青少年交
換事業に積極的に取り組むことに熱心な会員が数名

私の経験では、
これら行事の主管クラブとなったこと

おられて毎年交換留学生を受け入れ、会員の子弟を

により準備段階の早い時期からクラブは成功に向け

海外に短期・長期留学生として送り出していました。

て一致団結することでクラブ内の雰囲気が明るく活

私の家にも、
イギリス・ロシア・カナダ・ベルギーの交

気に満ちてくることを実感してきました。

換留学生を各年3ヶ月近く受け入れ起居を共にして

その実感の一部を想い出し報告します。

いました。
これら青少年奉仕事業も大きな岐路になり

くずはRC在籍数年が経って、海のライラを主管する

ました。今、子どもを取り巻く環境は急速に変化して

ことになりました。
これらを行うことになると人的パ
ワーがいることになり、いわゆる
「会員増強」に会員
は奔走することになりました。何分にも、
クラブの目標
が明確にわかることになり会員各位が手分けして準
備するする姿を肌に感じることができました。参加す

きました。先日もセキセイインコの子育てのことを記
しましたが、人間の子育てのグローバル化により子孫
繁栄という言葉を死後にしてしまった！ことを自戒し
なければならないと思います。
自然の原点ということ
を一考しましょう！

る若者募集も会員の子弟や社内の若手社員！それに

持続可能な企業経営へ 〜中小企業を元気にする財務コンサルティング〜

村木 博行 会員
かりしておりますが、
「保険商品では解決しきれない
経営課題が多いな」
と感じておりました。
日本経済を支えているのは中小企業です。
しかしそ
の多くは何らかの問題を抱えています。
これはいったいなぜでしょう？日本の法人社数は約
359万社あり、
その内99.7％は中小企業です。
その中小企業の70％は赤字経営といわれておりま
す。2025年に70歳を迎える社長の数は、245万人と
いわれており、
この数字を見れば中小企業の事業承
継問題は避けて通ることはできないでしょう。
中之島RCに入会して間もなく3年になり、卓話は2回
目になります。
コロナ禍で誌上卓話になりましたので、
お伝えしたいポイントをまとめました。

しかしながら事業承継が思うように進まず、廃業を余
儀なくされる企業は70％にも及ぶといわれております。
「継ぎたくない」
「継がせたくない」

私は生命保険営業を26年やってきました。
もちろん

事業承継の最大の問題は、後継者が「継ぎたくな

これからも続けるのですが、今年の4月から新しく株

い」、
または経営者が「継がせたくない」
という現状

式会社セブンコンサルティングを仲間4人で立ち上

があります。その「継ぎたくない」から
「継ぎたい」、

げました。名前の通りコンサルティングの会社です。

「継がせたくない」から
「継がせたい」へと変革する

今回はこの会社設立の思いと事業内容をお話しさせ

ことについてお話を進めていきたいと思います。

て頂きます。
今まで多くの経営者様にお会いして保険契約をお預

「継ぎたい会社」
「継がせたい会社」＝企業価値の高
い会社と定義してみました。

もちろん継ぎたい会社の条件は一つではありませ

このように決算書の資産項目を本来の価値に修正

んし、後継者候補になられる方の考えによっても変

した貸借対照表のことを
「実態貸借対照表」
といい、

わりますが、
どのような考えをもってしても共通す

これが企業の本当の価値です。

る継ぎたい会社の条件は、
「企業の価値が高い会
社」
ではないでしょうか？
では、企業の価値は何をもって判断するのでしょ
うか？
社長の魅力でしょうか？マーケットの成長性でしょう
か？売上でしょうか？ノウハウ？技術？それとも企業
の歴史でしょうか？社員さんの平均年齢でしょうか？
どれも判断する人によっては企業価値と言えます
が、
すべての人に共通するものではありません。
「決算書」
という尺度

企業価値を高める第一歩は実態貸借対照表を作る
ことから始まります。
「彼を知り己を知れば百戦殆うからず」
の言葉通り大
切なのは己の正しい姿を知ることです。
さてここまでお話ししてまいりました、企業価値を高
めるという行為は、なにも事業承継対策の為のみな
らず、会社経営においては常に意識をもっておく必要
があります。
会社の経営者が、
自社の本当の価値を把握し、資金
調達先である金融機関からどのように評価されてい

全てのステークホルダーにとって共通認識となる

るのかを知ることは、中小企業の経営にとって最重

企業価値の尺度は決算書です。
では決算書には、

要ポイントです。

いったい何が書かれているのでしょうか？

私共、株式会社セブンコンサルティングは、
日本の中

決算書には、創業から現在に至るまでの経営活動

小企業を元気にし、持続可能な企業となるお手伝い

の全てが数字で表記されています。

させていただくことを使命として立ち上げました。

例えば、創業から現在に至るまでに稼いだ利益が

私たちが、日本の中小企業を元気にする手段は「財

いくらなのか？また、企業の安全性・収益力・成長

務コンサルティング」
です。

性などが明らかにされています。

当社では、実態貸借対照表分析・銀行格付けについ

金融業界から見た決算書
金融機関（借入先）はどのように見ているのかと申
しますと、決算書の数字をそのまま見るということ
はありません。決算書には、事実と違う数字が記載
されているという前提で見ています。
まったくもって失礼なお話のようにも感じますね。
「融資先である企業の本当の価値を見定めなけ
ればならない」
という観点から決算書を見ている
からです。私たちコンサルタントも同じ前提で見て
います。
例えば、
「悪の三勘定」
と呼ばれる項目があります。
その中の一つ「貸付金」
という項目は、金融機関で
あれば、人にお金を貸すことが本業ですのであっ
て当然ですが、一般企業の事業活動では本来発生
しない項目です。
このような項目は存在するだけで
金融機関からの融資条件に大きく影響を及ぼして
います。決算書の貸借対照表上、資産として計上さ
れる貸付金の多くは経営者本人への貸付であり、
実際には返済されないものとして、金融機関は考
えています。
つまり、資産としては存在しないものと
して修正しているのです。

てのコンサルティングを無料でご提供しております。
会員の皆様のような優良企業にとっては、
このような
お話はまったく無縁かとは思いますが、中小企業の
現状はこれまでに申し上げた通りです。
お知り合いの企業様で、我々がお役に立てるシーン
があれば、
お申し付けください。

5月のお祝い
Congratulations!
●誕生日
北村 讓 ［ 5 日］
前田 隆司 ［ 8 日］
嶽下 勇治 ［ 9 日］

●結婚記念日
上瀬
山本

匠 ［ 5 日］
肇 ［25日］

●事業所設立記念
西田 末彦
株式会社ニシダ［昭和40年］
辻 義光
株式会社マトリックス［昭和60年］
戸田 佳孝 （医）貴晶会 戸田リウマチ科クリニック
［平成10年］
北村 薫 株式会社センターハーフ［平成26年］

会員投稿コーナー

結婚記念日のラン

吉田 了

緊急事態宣言で自宅蟄居しています。中之
島の皆様もほぼそれに近い状況かとお見舞
い申し上げます。
よろしければこの写真をご賞味ください。
ロータリーから毎年いただく結婚記念日の
お祝いのランです。今年は3鉢咲きました。
女房殿の作品です。

例会休会中の週報発行の取り扱いについて

会長

金森 市造

緊急事態宣言発出に伴う例会休会において、年間計

すが、担当会員のお考えにて誌上卓話がなされない

画表により
『卓話担当』の会員にやむをえず苦肉の

時並びに会員からの投稿文がない時は、当該週報の

策にて、週報記載による
『誌上卓話』
をお願い致して

発行を取りやめたく存じます。

おりました。今後も、当該例会にての会員卓話担当会

尚、会員からの週報への投稿があれば、発行します。

員には、同様のお願いを村上幹事よりお願い致しま

