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注目を浴びます。ところが、長期政権の中小企業のオー
「急成長」や「V 字回復」を遂げた会社は、世間から

持続的に稼ぐ会社！

ナー経営には、急成長や V 字回復は必要ありません。持

そこには〝いい企業文化〟
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続的に稼ぐ体制を作ることこそが重要なのです。そのた
めには、どのような経営環境でも利益を出し続ける柔軟

で強靭な組織を作ることが大切です。つまり、それは優
れた企業文化を育むことに他ならないのです。

ターン、特有の言葉、習慣などを

指します。習慣とは無意識で行っ

てい る言動 であり、
〝良くも悪く

も 〟社 員 一 人 ひ と り の 体 に 浸 透

し、ルーティーンとして繰り返し

実践しているパターンを指してい

ます。

意識していないので、日々の行

動を当たり前のこととして流して
同一視しているオーナー経営

に満足し改善の必要性を強く感じ

パターンの自覚症状がなく、現状

しまいます。問題なのは悪い行動
者 は、 安 定 的 に 稼 ぐ こ と が 大

の特徴が存在している
稼ぎ続ける会社には
いい企業文化がある

言えません。急成長を持続させる

かし、それは決して理想の姿とは

字回復」を望むのは当然です。し

ロ ー ガ ン を 掲 げ、 優 れ た 社 風

しく そして やさしく〜」のス

社をつくりましょう 〜たくま

名な伊那食品工業は、
「いい会

にこの言葉が口から出てしまうの

な簡単なことをするにも、無意識

です。これが習慣化すると、どん

自分は関係ない、どうせ…」など

る言葉は「忙しい、難しい、無理、

例えば、悪い企業文化を象徴す

ことは難しく、もし仮に持続した

を 築 か れ ま し た。 つ ま り、 持

です。この言葉は、思考停止用語

期増収増益で有

としても内部の充実が後回しにな

続的に稼ぐ背景には優れた企

企 業 文 化 と は、 長 年 の 歴 史

ってみよう、きっとなんとかなる、

一方で「自分がやる、すぐにや

ことです。

ず、周囲の脳をも洗脳してしまう

自分の言葉が自分の脳のみなら

います。言葉の恐ろしいところは

で前に進む思考を断絶させてしま

り、無理が祟り後々問題を起こす
Ｖ字回復は賞賛に値しますが、そ
こには人員整理などの劇薬が必要
で強い副作用が伴います。
の稼ぎより持続的な発展を重視し

の中で培った思考や行動のパ

本当に優秀な中小企業は、目先
ます。自分の人生と会社の発展を

自社の企業文化は
良・悪のどちら？

業文化があるのです。

本と言える

ていないことです。
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持続的に稼ぐ会社！そこには〝いい企業文化〟10 の特徴が存在している

特 集 企 画 稼げる中小企業はココが違う！

言葉が飛び交う会社もあります。

できるまでやろう…」と前向きな
態、景気の良し悪しでは決まりま

益が出るか出ないかは、業種や業

益も生まれません。今の時代、利

確保するモデルであり値引き販売

ケールメリットを活かして利益を

品を提供するビジネスですが、ス

なシェアを握り、売上成長率は年

という地味で小さな市場で圧倒的

〜 ％が適正と考えて、堅実な

どちらが、稼げる会社になるかは
答えを言うまでもありません。
せん。個々の企業文化の優劣が勝

は行いません。規模の小さい会社

経営をされています。

③持ち味を活かし突き抜ける

堅実さ。

派手な市場やブームを追わない

●ポイント②

求する。

安易な値引きを戒め、価値を訴

●ポイント①

での安売りは命取りになります。

では、持続的に稼いでいる会社

敗を分けるのです。
の思考や行動のパターン の特徴

また、企業文化とは、樹木に例
えれば、土壌や根っ子に相当しま
を見ていきましょう。

す。地面の下にある部分が強くな
ければ幹も枝も伸びませんし、花
や果実もならないでしょう。化学

ると営業や販売の現場では値引き

売上至上主義で数字を追い過ぎ

に一元客が増えたのはいいが、常

す。ＴＶ取材を受けたレストラン

的に波に乗ることは難しいもので

く、短期のブームに乗れても持続

の中の変化は想定外の部分も多

ければ成功しません。しかし、世

ビジネスは世の中の波に乗らな

ません。小手先のテクニックで持

るには、愚直さを欠くことはでき

ってトコトンやり続けて突き抜け

げる必要があります。一貫性を持

い域値を超えるレベルまで引き上

に磨きを掛け、他社の追従が難し

ち味である技術やサービスに愚直

切です。そのためには、会社の持

い市場で高い地位を築くことが大

持続的に稼ぐには、競争の少な

販売が横行し、稼ぎ（利益）を減

連客が離れ、ブームが去ると閉店

②流行りを追わず地味に稼ぐ

らすことになります。加えて、押

に追い込まれたというケースもあ

持続的に稼いでいる
会社の の特徴

込み販売や売上計上の前倒しなど

続的に成功した人にお目にかかっ

実践

葉
戦術・システム

枝
ビジョン・戦略

幹
企業文化（言語・行動様式）

根っ子

企業文化とは、歴史の中で培われた有形無形の
精神・思考様式・行動様式・言語・習慣など

が落ちてしまうのです（図１）
。

返すと土地が痩せて、結局、収穫

不正会計の引き金にもなります。

ります。最近では、インバウンド

たことはありません。

果実

また、大手ですら、あれもこれ
価値を生み出し提供することがビ

化に会社が翻弄されてしまいま

はいいのですが、下手をすると変

流行やブームは派手で短期的に

ェッショナルとして勝負をした方

す。つまり、一芸に秀でたプロフ

た企業が高い収益性を誇っていま

選択と集中を実践し、専門特化し

もと「総合」を掲げるのではなく
ジネスの基本であり、そこを見失

す。前述の伊那食品工業は、「寒天」

①原則、値引きなし

つまり、会社の根っこにある文

稼ぐ会社は安易に値引きに走ら

需要を見越して客室を増設したホ

価値創造

いきち

化が悪ければ、持続的な成長も利

ず、商品やサービスの価値を訴求

テルが、当てが外れて苦境に直面

肥料や農薬を散布すると短期的に

10

しているケースもあります。

は収穫は増えますが、それを繰り

5

し、お客様にいかに高く買ってい

10

ただくかの努力を惜しみません。

10

１００円ショップは、安価な商

ってはなりません。
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企業文化とは
図1

行動（持ち味発揮）
人脈づくり

使命感

持ち味
（項目例）
結合、
シナジー

性格、資質

見えにくい部分︵潜在︶

意欲、価値観

ップになると、プライスリーダー
として価格交渉で主導権を持てる
ようになります（図２）
。
自分の会社の持ち味を認識し愚

●ポイント③
直に磨きを掛ける。

持続的な利益は、ブランドとい

④信用を重んじブランド化する

ブランドとは、イタリアの革製

突出した持ち味

製品やサービスの品質を上げ不利

な態勢にしない。つまり、相手に

付け入る隙を与えないことです。

そのためには、むやみに量を追い

かけるのではなく、まず品質を極

めトラブルを最小化する必要があ

ります。そして、
お客様の急所（本

当に困っていること）を把握し、

そこに解決策を提案し存在価値を

高めます。

斐など誇りを持って自発的に働く

るよう、達成感や成長感、やり甲

また、社員の労働生産性を高め
事を受注しても、安くて不安定な

よう動機付けを行います。人の価

値を最大化するマネジメントは、

対抗策としては、発注元ができ
ない技術やサービスを持ち、必要

稼ぐ上では最も大切なことです。

品質と本質を問い、物事の根本

不可欠な存在であり続けることで
のは、人を致して人に致されず」

を理解し、しっかりとした戦略を

●ポイント⑥
つまり、常に主導権を握り自分の

振返りで教訓を次回に活かす。こ

クし、異常があれば最速で対処し、

要です。計画を立て進捗をチェッ

効率的な業務運営には管理が必

主体性と実践を重んじる

⑦管理の最小化

練って遂行する。

取引の主導権を握るためには、

⑥品質と本質を問う

者に怯まず堂々と渡り合う。

謙虚な態度でありながらも、強

●ポイント⑤

さを説いています。

ペースで物事を進めることの重要

す。孫子の兵法では「善く戦うも

取引になり利益に繋がりません。

約束
誠実

ても過言ではありません。
品やドイツの自動車など、高級品
だけを指すものではありません。

サプライズ
歴史

約束を守り誠実で安心して買える
信頼感があり、コスト・パフォー
マンスが優れ、長きに渡りお客様
に満足を与えるものを指します。
信頼感に加え、最先端の技術やデ
ザイン、手厚いケアなど想定外な
サプライズがあります（図３）
。
●ポイント④
信頼とサプライズを兼ね備えた
ブランドを大切にする。
⑤強者に怯まない
中小企業が利益を出せない最大
の原因は、主力取引先、特に大手
からの値引き要請にあり「生かさ
ず殺さず」的な理不尽な扱いを受
けることもあるでしょう。ここで
怯まずに粘り強く対応しなくては
いけません。
例えば、発注側の考えが「社内
でもできるが外注に出した方が安
い」
「仕事量がオーバーフローし
たので外注に出す」このような仕

ブランドとは
図3

顧客志向
誠実さ

思考・行動特性

プレゼン
テーション力
傾聴力
知識、スキル

が、勝算があります。その道でト

見える部分︵顕在︶

経験値の向上、結果としての成果

う無形の価値から生まれると言っ

持ち味の発揮プロセス（氷山モデル）
図2

持ち味は行動として発揮され、経験値を高めることで磨かれる
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れが、管理の本来の目的です。
管理の代表的なものは資料と会

出るのです。つまり、本音と建て

社は僅かです。ここで結果に差が

指針を掲げています。間違ったも

会社も同様で、毎年利益を出し

前のダブルスターダードが問題な

たのでは？」つまり、負け癖がつ

てボーナスがしっかりと出る、中

のです。決め事と実態の乖離をな

できるだけ短い時間でたくさん稼

時間外労働による割増し賃金を

小企業でも幹部や管理職になれば

のはなく、どれも素晴らしいもの

抑えるには、社員に労働時間の短

大企業に負けないレベルの収入を

です。しかし、実践できている会

めた資料作りや会議も時間ととも
縮と利益増加に比例した利益配分

いているというニュアンスのコメ

に形骸化し、無駄に成り下がって
（定期賞与と決算賞与など）の制

くすか、放置するかの差です。

ントをしていました。

しまうことが少なくありません。

得られる、という誇りを持つこと

●ポイント⑩

ぐことです。それは、会社にも社

管理は大きなコストです。それを
度を提示することです。社員は稼

が大切です。

員にも利益をもたらします。

いかに減らすかが、利益にも社員
いだ利益が配分されると分かって

議です。しかし、意味を持って始

のモチベーションにも大きく影響

会社の理念と行動指針を着実に

除する。

実践し、ダブルスタンダードを排
除して、
「やった！ 楽しい！ 次も

「 無 理、 難 し い、 ど う せ …」 と

頑張ろう！」など、ポジティブな

いった、負け犬言葉を職場から排

しょう。そうすれば残業規制に頼

言葉で社内を充満させることが必

いれば、無理に時間外労働をして

また、人は十人十色、管理統制

らなくても、労働生産性を高める

要です。

まで収入を増やそうとはしないで

による効率化はできません。一人
方向に向かいます。

します。

ひとりの主体性を重んじ、効果性
●ポイント⑧

進むようになる、という意味にな

わる、変われば物事が良い方向に

つまり、トコトン困ったら人は変

ば通ず」という言葉があります。

易経に「窮すれば変ず、変ずれ

最後に

のある個別対応が必要です。

●ポイント⑨
切にする。

仕事の勝ち癖をつけ、誇りを大

示する。

⑩本音と建て前をなくし

加に比例した利益配分の制度を提

社員に労働時間の短縮と利益増

●ポイント⑦
形式的管理を最小化し、社員の
主体性と実践を重んじる。
⑧利益を会社と社員で分かち合う

⑨勝ち癖をつける
慢性的に利益を出していない会

整頓、清掃」などの標語の張り紙

は、悪い企業文化と決別する覚悟

コストの中で一番大きく、常に

社は、負け犬根性が染み付いてい

ります。

増えるのが人件費です。一人当た

るケースがあります。お正月のニ

を決め、職場での言葉遣いなど日

ダブルスタンダードを排除

りの人件費を下げると社員は意欲

がありません。社員全員に考えが

はずです。

ば、持続的に稼げる会社に変わる

持続的に稼ぐ会社に変わるに

をなくし、結果として利益獲得か

ューイヤー駅伝で、かつての名マ

どこの会社も立派な理念と行動

り紙をする必要がないのです。

伊那食品工業の工場には「整理、

ら遠ざかってしまいます。人件費

常の習慣の見直しから始めていけ
が、長年優勝から遠ざかったチー

浸透し実践しているから敢えて張
ムに対し「勝ち方を忘れてしまっ

ラソンランナーである宗茂さん

でしょう。割増賃金は経営を大き

で一番効率が悪いのが時間外労働
く圧迫します。理想の働き方は、
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