道内中小企業は
組織力が不足
――システムデザイン開
発の杉野と申します。本日
司会を任せていただきます。
職業会計人として多くの道
内中小企業をご覧になられ
ています。弱点とはどのよ
うなものがありますか。
星田 企業の組織化が進
んでいないと感じます。社
長１人が全ての業務をおこ
なっているので社長の能力
界になっている。現場レベ

トップダウンでいいから、
はの強みはありますか。

と思われがちですが、企業

状況など外的要因が大きい

く経営者が多いです。経済

時代ですが、プロ意識の高

誰でも起業できる

い経営者は一握りだと思い

伊藤

いて、その社員がいなけれ

ます。
――ではそういった企業
はどこを改善すれば良くな
星田先生がおっし

るのでしょう。
砂野
ゃったように、まず組織づ
くりだと思います。会社の
創業期は社長個人のマンパ
ワーやカリスマ性が重要で
す。いわゆるワンマン経営
で良いと思います。しかし
成長期に入ると社員を育て
ていかなければなりません。
経済の３要素といわれる
ヒト、モノ、カネのうち、
最も難しいのがヒトです。
育て方ひとつで〝人財〟に
も〝人罪〟にもなってしま
うからです。といってもす
ぐにボトムアップ型経営を
目指すというのは難しい。

大きいのに「なぜ、道内に

に意識し、具体的な実効策

とは、経営者が「目標を常

数十社比較してわかったこ

そこで創業した意味を考え

道が好きなのだと思います。

んですが、やはりみな北海

とを考えると、私もそうな

だから私は経営者には、夢

を分散させることになり、

果的に開業という行為が力

ぎないと思っています。結

ケットを飛ばせるんですよ。 なければ自己満足にしか過

「今年は年商２億円くらい

はありますか」と尋ねると、 道にコツコツやって前年対

いうことです。

てほしいですね。

に は「 元 気 な 挨 拶 」
「爽や

お金がないという経営者

小企業の課題はまとまりを

ているように思います。中

中小企業全体の力が弱まっ

というのは、毎月ごとの予

ころが右肩上がりの経営者

した数字を出してくる。と

やりたいね」という漠然と

というか精神力ですね。そ

員の２倍、３倍と働く意識

か。それから経営者は、社

ていくということでしょう

比割れしないように伸ばし

経営者の仕事です。

本の通りやってうまくいく

績が右肩上がりの企業と、

と思います。ただ東京など

重ねていくしかないのかな

れども、小さな成功を積み
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ルでは、業務が属人化して

ば、業務ができないとか、

（クライアント）を対象に

討 論 会 は 松 の 實 マニュアルやノウハウも経
（中央区南１西７）
営者に依存する部分があり
でおこなった

す。例えば人材育成などの

側の内的要因も大きいので

営者が多いような気がしま

を講じているかどうか」と

す。まず、勉強が足りない。 一度調べたことがあります。 本社があるのか」というこ

大きくならなければ意味が

ますが、北海道赤平市には、 業というのは前の会社より

良さや製造業の弱さもあり

ないですし、雇用を創出し

改革だと思います。組織を
は大きく大ボラを吹いてほ

社会貢献を考えた場合、開

報・連・相の徹底などで、
植松電機さんのような会社

山谷 北海道ブランドの

社内情報を共有することが
もあります。北海道でもロ

つくっているのは一人ひと
しいと思います。

かな笑顔」
「困っている人

持つ。まとまりをつくるた

ういう意味では、高学歴な

砂野 当たり前ですが地

りの社員ですが、価値観や

経営においてはＰＤＣＡ
への親切」はお金はかかり

算対比で検証し、進化のた

です。それをまとめるのが

サ イ ク ル（Plan Do

めには経営者がリーダーシ

伊藤 「勝ち組になる」

施しているのです。

ップを取ることが必要です。 めに次の具体的行動策を実

ません。やれることをコツ
また、北海道は開拓の地

う言葉がよく使われますが、 コツとやりましょうと。
ですが、現状を変えること

「成功」するといった経営

平行線をたどっている企業

本州のマーケットのほうが

杉野仁美氏

経営者も自ら計画を立て、
実行し、評価し、改善をす

目標を設定し
実行する経営者

気になります。売り上げが

に臆病な経営者が多いのも

それからニーズですね。

わけがありません。成功事

ることが必要です

――では、北海道で勝ち

前例に固執してやっても意

があります。違いが何なの

味がないんです。泥臭いけ

かと、実は私どもの関与先

同じ業種なのに業

ここ３、４年減っていると

星田

ょうか。

企業は何らかのニーズに応

社長がいまのままではダメ

例や失敗事例は後付けです。
なんだと薄々感じてはいる

組になる秘訣はあるのでし

何のために自社が存在して

えるために存在しています。 か利益が出てないとかで、
いるのか、あらためてその

島元 独立開業という視

う怖さに打ち勝てない。
点でいうと、意識が低い経

釧路市生まれ。ＴＫＣ勤務を経て
2014 年システムデザイン開発入社。
企業予算、多業種のニーズに応じた
さまざまなシステムを提案。最近は会計
システムの連携開発依頼が増えている。

Check Act） と い

一般的な経営者に「目標

モチベーションはさまざま

住吉 私は、社長の意識

必要だと思います。

指 示 命 令 系 統 の 確 立 や、

まつのみ

ます。最近は人材不足を嘆

システムデザイン
開発（本社・札幌市、
菅野滿社長）は、会
計や給与など異業種
の管理ソフトを連携
させ中小企業の経営
を支えている。同社
は、IT 活用によるコスト削減で注目を集めて
いる若手の職業会計人６人を集め、札幌市内で
討論会を開催。道内企業経営の実態を探った。

います。

らないという問題が起きて

クライアントのことがわか

大 討 論会

勝 ち組 になる
中小企業 の秘訣

の限界が、企業の成長の限

職業会計人の

確認をした上で目標を立て、 のですが、既存の仕事を失
それに向かって努力してい
――北海道の企業ならで

くことです。

システムデザイン開発
ソリューション事業部部長

司会進行
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新進気鋭

（すみよし・たけお）１９７７年鹿児島県生
まれ。２００６年に住吉会計事務所を設立。
年税理士登録。社労士や行政書士も在籍す
る。 件の関与先全てを黒字化している。

――事務所のＰＲを。
星田 会計事務所は〝税
金の処理屋〟と思われてい
ますが、当事務所では税金
の話は３分の１だけ。あと
はどうやったら売り上げを
増やせるか、新しい仕組み
を定着できるかといったビ
それから年に１度は経営

ジネスのお話をしています。

ジ精神を持っていてほしい
月社内において現状の改善

い、戦略や目標を考え、毎

を考える日をつくってもら
です。儲かっているから良

化ですね。場合によっては

競争力の強化。つまり差別

目は将来の展望、２つ目は

ワードにしています。１つ

です。主に３つの点をキー

ョンをお聞きするようにし

をどうしたいのか経営ビジ

ところから経営理念や会社

から会社の存在意義という

ションが上がります。それ

と自然と経営者のモチベー

なっているのは「問いかけ」 クとするのです。そうする

決算書を採ってベンチマー

ピードでは現状維持イコー

ストップします。現代のス

せず、スタッフへの教育も

ければ、経営者自身が勉強

ます。チャレンジ精神がな

しなければ現状維持となり

に新しいことにチャレンジ

いというわけではなく、常

しています。

こなえるような企業を目指

にＩＰＯ（株式上場）をお

期的には、札幌証券取引所

のみを追うのではなく、長

こなっています。単に数値

込んで考える経営支援もお

策などを従業員さんを巻き

クオリティには正確性とレ
上げるアドバイスをするの

税理士事務所が売り上げを

そのためには目標を定め
かけにいろいろなことを考

なければなりません。ただ、 なるので、問いかけをきっ

ティ〟だけだと思ってます。 をどう成長させるかです。

えていただきたいです。

りに目が向くと視野が狭く

今日明日の売り上げばか

ーで美装の現場に行っても

だいたり、朝からジャージ

屋さんの配達をさせていた

をイメージする。

握 し た 上 で〝 未 来 の 数 字 〟

く、その試算表で現状を把

損得を確認するだけではな

用してほしいです。毎月の

また、試算表をもっと活

ことだと思っています。

を知るということが大切な

とともに、私どももお客様

ウがあります。スタッフの

の会社に対応できるノウハ

あり、あらゆる業種、規模

た現在関与先が約４８０件

力には自信があります。ま

だ若い事務所ですが、組織

経営者の成長が
業績を伸ばす

スポンスの早さが含まれま
は難しいので、例えば自社

私は常に「自分が道内の

山谷 私が経営者におこ

住吉 企業の成長に必要
競争しないという選択肢も

実行で勉強熱心です。

なのは地域性より〝経営者
ています。

す。この２つがあると経営

の中身を一度把握してもら
中小企業を支える」という

伊藤 当事務所はまだま

ある。３つ目がいまの事業

者は、どこにいたって自然

うために会計をグラフで可

人柄は積極性と、考える力、

人間力を売りに、前衛的な
視化して提供しています。

らったり。業種によっては

社長が従業員の目線に立つ

先も増加しておりますし、

員も育ってきました。関与

せてもらったりもします。

社長のカバン持ちを１日さ

にとって必要なサービスを

なっております。お客さま
適正価格で提供する。この

ことで、現場の業務効率化

とを勧めています。

経営者はチャレン

取り組みをする中で経営者
目標を持って業務を進めて

島元

の懐に入るような関与をさ
時には社長自ら伝票をつく

できないこともありますが、 料金体系でサービスをおこ

経営者目線で
躍進に貢献

私はお客さまのバーを１

ためには事務所内で分業化

どんどん黒字化しています。

をおこない、常に効率性を

につながります。

カ月お借りして、バーテン

理士の資格を持つスタッフ

ダーをやらせていただいた

冷蔵庫の掃除が行き届いて

を相談業務に集中させるこ

目標を持って実現した時の

飲食業の基本

楽しさを思い出してほしい

「いまお仕事は楽しいです

なかったり

とができます。

私はまず社長に

か」と尋ねるようにしてい

に、お客さまの現場を体験

ができていないことがわか

住吉

で、いつ雨が降るかわかり
ます。夢を持って起業した

させてもらうようお願いし

ったりしました。お客さま

高めるよう努力しておりま

ません。だからいざ雨が降
のに、いまは「資金繰りが

ています。おすし屋さんの

に数字を理解していただく

ことがあります。店員とし

ったというとき助けてくれ
…」 と か、
「 手 形 が …」 と

厨房に入れさせてもらった

と思いますね。

るような人脈をつくり、濃
なっている経営者は多いで

り、クリスマスにはケーキ

ざいました。

――本日はありがとうご

て実際に店に入ってみると、 す。そして、その分業が税

いつながりをもつことが必

す。そういう人には新たな

砂野隆英氏

私どもはスタッフ

要です。そこで、事務所主

発想で、次の事業をやるこ

砂野隆英税理士事務所所長
（すなの・たかひで）１９７０年倶知安町出
身。２００５年税理士登録。 年に砂野隆英
税 理 士 事 務 所 を 設 立。「 関 心 を 抱 か れ、 歓 心
を得て、感心される会計事務所」を理念に、
法律、労務、登記など他士業との提携も。
06

山谷

催で関与先同士のビジネス

21

（ほしだ・えいじ）１９６９年熊本県生まれ。
２００２年に税理士登録、同年、星田会計事
務所を設立。職員数 人、関与先約３００社。
医療機関や介護系分野を得意とする。

島元宏忠氏
（しまもと・ひろただ）１９７３年小樽市生
まれ。２００４年税理士登録。２００７年に
島元宏忠税理士事務所を設立。顧客ニーズに
合わせた明瞭な料金体系が特徴。関与先は３
００社。 年から税理士法人シマ会計に変更。

星田会計事務所所長

星田英治氏

き、新たな展開をしている
企業もあります。関与先は
同世代の経営者が多いです
が、野心家で、仮に顧問料
がもらえなくても応援した
いと思えるような人ばかり
です。
また経営者は「経理は経
理」と担当者に任せっきり
の人が多いのですが、財務

島元宏忠税理士事務所所長

経営者同士の結びつきがで

マッチングをしています。

砂野 経営は天気と一緒

島元 当事務所は明瞭な

せていただいております。
ってもらうこともあります。 おります。おかげさまで職

ル衰退ですから。

の人柄〟と〝仕事のクオリ

いるかもしれません。有言

が目指したい、目指すべき

10

企業に目標を定め、そこの

住吉赴夫氏

（やまや・けんた）１９７４年函館市生まれ。
２００５年税理士登録。 年に税理士法人す
ずらん会 計事務所を設立。「そ の領収書一枚
一枚が経営判断です」がモットー。約１６０
の関与先は外国人社長が多く、貿易業が得意。

すずらん会計事務所代表社員

山谷謙太氏

（いとう・たかお）1979 年札幌市生まれ。
2008 年に税理士法人エンカレッジ入所。
年税理士登録。
〝人間くさい〟税理士事務
所を標榜し「中小企業内部に突き刺さる関与」
がモットー。関与先は４８０件。

住吉会計事務所所長

に人脈ができるし、仕事も

08

増えますよね。

40

人より、いわゆる元ヤンだ

エンカレッジ所長代理
った経営者のほうが伸びて

伊藤貴雄氏
15
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