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「人」を資産と考える経営承継

６０歳代の経営者にとって，経営承継の取組

みは，避けては通れない喫緊の課題です。中

小企業の経営者の場合は，経営承継と個人の

相続という両面の問題が課せられているので，

ことは簡単ではありません。

時代が様変わりし経営承継の世界にも新た

なサイドからの取組みが必要になっています。

経営承継というと従来は，代替りや遺産相続

が行われるので資産評価，相続税対策が中心

でした。しかし，最近は「カネ」と「モノ」

のみならず，「人」を資産と考え，「人とその

活用」に焦点をおいた経営承継が一つのアプ

ローチとして大切になってきています。

経営承継は単に事業承継や個人資産という

観点だけではなく，人材や無形資産たるノウ

ハウ，商いの方法などの面を考慮した取組み

が重要になっています。この機会に，発想の

転換を図り社長の目を広角レンズ的に駆使し，

「人」を中心に据えた経営承継に取り組んで

もらいたいと思います。

ここでは，相続も絡んだ資産や節税に関す

る対策は別稿に譲り，もう一つ重要な点であ

る「後継者とそれを取り巻く人々」を活かす

観点からの経営承継について提案します。

「人」とその「活用」を主軸に
置いた経営承継のアプローチ

人に焦点を当て，それを活かす経営承継の

アプローチとしては，�経営承継に関わる後
継者，親族，役員構成についての整理，�後
継者を取り巻く人々の関わり方やそれぞれの

意向に関するチェック，�社長自らの意向確
認と基本構想づくり，その上での�条件整備
というステップが踏まれます。それには後継

者の周囲を取り巻く諸要素をリストアップし，

整理と精査をするのが有効でしょう。この点

をしっかりやっておくと，経営承継の的が絞

れて効果的です。

つまり，現在ご自分の置かれた状況がどの

ような状態なのかを整理し，何をどうしたら
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よいのかを正確に認識し，かつ後継者に対し

て経営の道筋を付与することが円滑な経営承

継を成功させるツボだということです。

� 後継者，親族，役員構成に関する整理

A社長から詳しい話を伺った結果，後継者，

親族，会社の役員に関する整理を行い，図表

－１のようにまとめました。

� 後継者を取り巻く人々についての整理

後継者，親族，役員構成について現状を整

理したところで，経営承継にとって，もう一

つ重要なことは，後継者を取り巻く人々がど

う考えているかを整理することです。

和菓子の製造販売を手掛けている会社にと

り，後継者を取り巻く人々がどのような意向

でいるのか把握することは，経営承継と決し

て無縁の事柄ではないからです。

長男が後継者として和菓子店を経営してい

く上で，引退後の父親からのサポートと同時

に，会社経営に関わる親族，さらに役員でも

ある番頭格の古参の和菓子職人 X氏をはじ

めとする従業員の協力が欠かせないことです。

そこで，それぞれの意向を整理しました。

＜後継者を取り巻く人々の意向確認＞

・妻（専務取締役）……社長の意向に沿い

長男に会社を承継させ，堅実な和菓子店

の維持と存続を希望。

・姉（常務取締役）……経理を担当してい

るが，年齢的にもそろそろ身を引きたい

と感じている。

・長男（取締役）……すでに経営承継する

心づもりで菓子職人の修行中。その技能

で父や X氏を凌駕する努力をしている。

・長女……サラリーマンに嫁いだので，兄

が後継者として実家の家業を継ぎ，ます

ます隆盛するようにひたすら望んでいる。

・次男……実家の事業は既に和菓子職人を

している兄に任せ，自分は一緒にやる意

思はなく，サラリーマン仕事を続けたい。

・X氏（菓子職人の番頭格）……先代から

働く実直な職人で，社長との関係も良好。

長男の指導役としても活躍。和菓子づく

りの腕も良く，いつも彼が造る和菓子は

評判。そろそろリタイアの時期を模索。

彼らは地域の老舗の和菓子店従業員として，

高い誇りをもち仕事しています。

� 社長自身の意向・基本構想

次に社長の意向・基本構想を整理してみま

しょう。

� ５年後，長男に経営を譲り，あまり口

を出さずに後方で見守っていきたい。

� 先代から長年経理を支えてくれた姉も

図表－１ A氏をめぐる親族・役員構成の整理
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そろそろリタイアしたいと漏らしており，

長男の経営承継を機にこれまでの労苦に

対して何らかの褒賞で報いたい。

� 和菓子職人として先代から仕え，自分

を指導してくれた X氏にもこの機会に何

らかの花道を用意したい。

さて，以上のように後継者や，親族をはじ

めとする後継者を取り巻く人々，そして最後

に社長の意向を整理したところで，具体的な

取組み事項をピックアップしていきます。

経営承継の条件整備

� 後継者の育成に向けた措置�
社長は現在，和菓子の職人を兼ねて一緒に

事業を営んでいる長男を後継者にしたいと考

えています。世の中には後継者の決定の際，

お互いの意思にミスマッチがあり，悶着が起

こる事例が見られますが，長男は後継者にな

る意思をお持ちですので，この点では，まず

安心なスタートが切れると思います。

そこで，長男には商工会議所や和菓子店組

合など社長が関係している外部団体の舞台で

早くから関係者にお披露目をしたり，会合な

どに代理出席させ，後継者としての自覚と地

盤固めを図り，自他ともに周知させていくこ

とが大切です。

また，長男には和菓子職人としての修行の

傍ら，地域再生やまちづくりといったイベン

トがあれば積極的に参加してもらい，人との

交流，仲間づくりや情報交換を行って，経営

に活かしてもらうことも効果的です。

著者の知るところでは，地元の商工会議所

を舞台に和菓子と縁の深い日本茶の老舗とタ

イアップして売上増に成功した例もあります。

また，後継者の長男は菓子職人であると同

時に，経営者としての素養を学ぶことが大切

で，特にキャッシュフローの把握など会社の

経理面の運用感覚を磨くことが不可欠です。

� 後継者の育成に向けた措置�
次に，社長が長年経理を担当し，経営に貢

献してきた社長の姉に対して，今までの会社

への貢献から慰労退職金の支払をすることは

適切な配慮と思います。しばらくの間，長男

に経理面での指南をお願いする意味でも大事

なことです。

また，社長の姉の協力を得て，彼女に代わ

るしっかりした経理担当者の育成も重要です。

さらに古参の和菓子職人 X氏の持つ技能

を他の職人に伝承する必要があります。長年

の事業への貢献と和菓子職人としての技量を

評価して，当面は顧問として長男や職人たち

への指導役として活動してもらうことをお勧

め致します。特に，長男が中心となって X

氏の和菓子の味やセンスを受け継ぎ，自らの

商品開発力に磨きをかけて顧客にアピールし

ていけば，経営承継に大きなプラス作用にな

るでしょう。

� 後継者をサポートする従業員への対応

さて，後継者の長男をサポートする従業員

への対応を考える場合，もう一度，会社の就

業規則の見直し，退職金制度や給与体系の整

備を行うことが大事です。

中小企業の経営者は，この点をないがしろ

にしており，「オーナー」と「奉公人」とい

う古い関係ではなく，事業推進の仲間として

諸制度の導入・整備を行い，長男と従業員と

の信頼関係を築くことが大切です。

働く従業員のモチベーションを上げるため

の人事制度を確立し，経営者に対する支持を
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広げることは，それが後継者となる長男の経

営基盤を強固なものにするとともに，事業を

発展させるために不可欠です。

また，長男とともに従業員にもまちづくり

やフィランソロピー（社会貢献のための活

動）の活動に参加してもらい，老舗の和菓子

店に勤めている誇りとモチベーションをより

高めてもらえば，職場が活性化するのは必至

です。

� 後継者をサポートする仕組みづくり

菓子職人は腕が命です。古参の X氏の技

能とセンスを受け継ぎ，評判の高い和菓子づ

くりが可能になる指導方法を工夫し，若い職

人たちのアイデアを活かす仕組みが大切です。

また，会社の外に出る機会が多い運転手の

人たちは，単なる運搬・配達要員としてでは

なく，動くアンテナとして得意先からの要望

や苦情も含めた情報が吸い上げられるような

経営参加の仕組みを考えることが有効です。

さらに，販売に携わっている従業員に顧客

情報を集めてもらい，「顧客満足」の度合い

を高めることも大切です。その上で，売れ筋

商品の創作や販売成果に対しては，パートの

人も含めて従業員に「報奨」を与えるような

仕組みを導入することも一考です。

X氏と長男や和菓子職人の方に顧客情報が

活かされるようにし，お互いに意思疎通を図る

ことを目標として設定し，実行してください。

経営承継を成功させる「和」

経営学者として知られる故ピーター・ドラ

ッカー博士はその著書『マネジメント（上）』

で「企業の目標の定義は一つしかない。それ

は顧客の創造である」と述べています。小規

模な会社にとっても顧客を広げ，大切にし，

そのニーズを把握することに腐心することが

重要です。

農業の分野では異業種の大手企業の進出が

見られるように，和菓子業界も全国チェーン

の進出や他都市の老舗の進出も予想されます。

そのため，ブランド商品の創作など「同業他

店に負けない商品力」を是非確保してくださ

い。これらは経営承継に役立つ，まさに「無

形資産」そのものです。

後継者である長男が中心となり和菓子づく

りの技能の承継と顧客ニーズの把握で，優れ

た和菓子の開発を実現し，後継者を支える従

業員とのチームワークを大切にしてください。

和菓子の「和」は，後継者とそれをサポート

する人の「和」でもあるのです。

経営承継に必要なこれら無形資産の形成に

すぐ着手すれば，長男に承継させたいと思う

５年後にそれらが活きてくると思います。以

上のことが暖簾を守りながら，「人を活かす

経営承継」を成功裏に導くコツです。

� 経営承継は単なる「代替わり」，「遺

産相続」とは考えずに，まず，後継者

及びそれをサポートする人々の育成と

活用という観点で取り組むと課題が浮

き彫りになる。

� 暖簾にあぐらをかくことなく，競争

社会の中で，顧客対応などへの絶え間

ない努力と他店に負けない商品力を確

保することが経営承継を成功させる。

� 後継者は常に経営に関する能力を磨

き，周囲の人を大切にしてサポートを

受けることで，その経営は磐石なもの

になる。
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