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成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

2018年の日本を占う

2018年はどんな年になるだろうか。あまりいいイメージはないが、
それでも中程度の成長は残せるかもしれない。東京五輪の準備が本格
化するが、関西、京都にどれほどの効果があるか。意外と大きくない
かもしれない。とにかく自らが行動し、結果を出さないといけない。
他人のせいにしていては、ことは何も起こらない。

■東アジア情勢が緊迫する

北朝鮮とアメリカとの関係が一層緊迫し、一触即発の状態が続く。
お互いに主張を譲らないので、子供の喧嘩のような様相を呈してしま
う。双方ともに戦争を仕掛けるのは得策ではないことはわかっている
が、かと言って解決の名案はない。仲介に数か国が手を挙げるが、交
渉の難しさからすぐにリタイアしてしまう。日本もアメリカ、中国、
韓国、ロシアなどとの板挟みになり、動けない。この影響で中国が
南シナ海に進出したり、韓国が慰安婦問題をことさら大きくしたり、
ロシアは経済交渉で迫ったり、日本の足下を見ていろいろな国がいろ
いろなボールを投げてくる。アメリカ一辺倒だった海外戦略も、見直
しを迫られ、一層混沌としてくる。

■金融機関の淘汰再編が進む

某大手メガバンクが国
内店舗を削減し、人員も
20％減らすという。実
質は定年退職者の補充を
しないことで達成できる
という計画なので、単純
なリストラではない。ま
た、最近の新聞に空いて
３メガバンクの国内業務改革案
いる銀行のスペースを他
の企業に賃貸することを認めることになったと報道されていた。フィ
ンテック、ビットコインなどという仮想通貨も認知が進み、現金での
ビジネスが極端に減っていく。預貸率が60％を切って、100円預金
を集めても、60円しか貸し出す先がない。利息で儲けるビジネスモ
デルは、もう通用しない。おっつけ、金融機関は統合が進み、新しい
ビジネスに進出する以外に生き残る道がなくなる。40年前に我々が
大学を卒業したときに想定した金融機関のビジネスモデルは、いまや
全く通用しなくなった。環境変化に合わせて頭を切り替える必要があ
る。

■新しいシェアビジネスがどっと出てくる

余っているものと利用したい人をくっつけるサービス、つまりシェ
アビジネスだが、これがさらに急速に普及する。法律や政令などのし
ばりがあるので、ことはそう簡単ではないが、日進月歩で進化するの
は一目瞭然だ。成岡もスマートフォンに変えて２年が経過し、よう
やくいろいろな機能を活用できるよ
うになった。確かに、ノートパソコ
ンレベルの機能があり、端末として
はパソコン以上の機能がある。これ
をインフラとしていろいろな新しい
スタートアップ企業が林立している。
自転車のライドシェア、タクシーの
シェアビジネスマップ

乗り合い、空いた駐車場の時間貸し、夜間の印刷機の空き時間利用な
ど、10年前では考えられなかった新しいシェアビジネスの大流行の
年になる。

■人手不足倒産が始まる

人手不足が深刻になり、営業時間の短縮や店舗の閉鎖が始まる。24
時間営業が売り物のコンビニも深夜１時から早朝６時まで閉店する
店が出だした。ファミレスも閉店になり、大型スーパーもテナントの
退店が相次ぐ。時給が1,000円でも人が確保できなくなり、売上が上
がらない。給料が上がったはずなのだが、将来不安が大きく消費に回
らない。学生も大学を卒業し、就職できたのはいいが奨学金の返済に
追われ、初任給のほとんどは借入の返済に回り、消費に回す余裕がな
い。人手不足ではあるが、経済全体が逆にシュリンクする逆スパイラ
ル減少が起こる。

■消費税増税に対して身構える

延び延びになっていた消費税の2019年10月からの増税への準備が
本格化する。教育への投資を決定した政府は、今回は増税を見送るわ
けにはいかなくなり、いよいよ増税への準備が始まる。たかだか２％
とはいえ、消費者の心理に与える影響は大きく、さらに一段と消費は
落ち込むことが予想される。駆け込み需要もそんなに期待したほど大
きくないので、この２％の増税はボディーブローのように効いてく
る。幼児教育の無償化の方向
で議論は進むが、その施策が
日本国全体の消費に与える影
響は軽微だ。子育て世代の消
費が増えるか、出生率が増加
するかといえば、遠い将来に
効いてはくるだろうが、即効
性のある結果にはつながらな
人手不足で一時閉店するすき家
い。効果は限定的だろう。

■2018年はどんな年に

2020年の東京五輪の準備が急ピッチで進み、なんとなく景気が少
しいいままという感じで推移するだろう。物価はあがらずデフレでは
ないインフレのない状態が続く。国内政治は安倍一強だから、批判は
あっても特に揺らぐ気配はない。それよりアメリカと北朝鮮、サウジ
アラビア周辺などでの一触即発状態が続き、こちらのほうが懸念材料
だ。国内産業は消費はふるわず、相変わらず消費者の財布のひもは固
い。賃上げも期待ほど上がらず、これによる消費の活性化は空振りに
終わる。半導体やロボットなど一部の産業は活況を呈するが、消費に
関連した産業は軒並み不振が続く。少子化高齢化の影響が一層顕著に
なり、人手不足による産業の衰退の兆しがいくつかの業界で見られる
ようになる。
経営者の使命は、どんなに環境が変わっても、人手不足でも、事業
は継続しないといけないし、自社のビジネスを成長発展させないとい
けない。厳しい環境のときほど、他社が一歩足が出ないときがチャン
スだ。
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講師

龍谷大学政策学部教授

白須 正 氏

第２部：事例企業発表

コスメディ製薬株式会社

神山 文男 氏

株式会社京都マテリアルズ

代表取締役

山下 正人 氏

材料科学を技術として市場に出すことを目指し設立。本社は京大桂ベンチャープラザ。超硬精密金型製作の
精密マテリアル事業部と、
「さびで錆を制す」反応性塗料Pat！naLock ®を展開する環境マテリアル事業部で
構成。2013年京都市ベンチャー企業目利き委員会Aランク認定、2014年第26回中小企業優秀新技術・
新製品賞（優秀賞・環境貢献特別賞）、ASIAN ENTREPRENEURSHIP AWARD 2014（Intel
Award）、2015年第6回ものづくり日本大賞（特別賞）、2017年第4回三菱東京UFJ銀行「Rise Up
Festa」
（最優秀賞）
などを受賞。

第３部：パネルディスカッション

交流会

パネラー

○
○
○
○

白須 正 氏（龍谷大学政策学部 教授）
神山 文男氏（コスメディ製薬株式会社 代表取締役）
山下 正人氏（株式会社京都マテリアルズ 代表取締役）
江村 寛計氏（中小企業基盤整備機構）

コーディネータ

○

成岡 秀夫（一般社団法人京都府中小企業診断協会常任理事）

日時

平成29年

17：30～
銀座ライオン
京都四条烏丸店

（四条烏丸南西角地下）
（参加費：2,000円 当日徴収）

10 月21日（土）

至国際会館駅↑

烏丸駅
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京都産業会館

今年度も10月21日（土）午後から、池坊短期大学地下こころホールにて一般社団法人京都府中
小企業診断協会主催のシンポジウムが開催されました。ここ数年毎年10月末に開催のシンポジウ
ムは、11月４日に制定された「診断士の日」を記念して開催されるものです。今年度のテーマは
「京都はベンチャー企業のメッカになるか」です。多くの大学発のベンチャーを輩出している京都
では、意外に IPO（株式公開）まで至ったベンチャーは多くありません。
今回は、勢いのある２社のベンチャー企業の代表者をお呼びして、創業のいきさつから今日まで
を熱く語っていただきました。

代表取締役

コスメディ製薬㈱は、
“ 皮膚”、
“ 貼る”、
“ 吸収”、
を全事業共通のキィーワードとし、創業時の主事業であるテー
プ医薬の開発から近年の“貼る微細針・すなわちマイクロニードル”の実用化まで、経皮吸収の分野において
常に革新的商品開発に挑戦している。
「マイクロニードル」
は従来注射によってしか投与できない高分子薬物
を、貼るだけで経皮投与を実現する革新的技術である。困難な量産技術を確立することにより、2008年アン
チエイジングマイクロニードル化粧品を世界で初めて上市した。医薬品分野においても蛋白医薬やワクチンの
マイクロニードルの研究開発を大阪大学、京都薬科大学との産学連携により強力に推進している。

参加
無料

は

外国人をはじめとする観光客の急増により、京都のまちは賑わいを見せて
います。
しかし、
その一方で、
「ものづくり都市」
としての京都は空洞化が進
んでいます。京都の将来を考えるとき、
ものづくりと観光がバランスよく発展
することが必要です。
かつて京都は
「ベンチャービジネスのメッカ」
と呼ばれ、
我が国を代表する数多くのベンチャー企業が生まれました。新産業の振
興、新事業の創出に向けた京都の取組を振り返り、成果と課題を明らかに
することで、京都が再びベンチャービジネスのメッカになるためにはどうすれ
ばよいか、
その方策を一緒に考えましょう。

〜ベンチャービジネスにチャレンジして成功した企業の物語〜

第１部：基調講演

シンポジウム

ベンチャー企 業 の

平成 29 年度

京都

京都府診断協会
シンポジウムレポート

一 般 社 団 法 人 京 都 府中小 企 業 診 断 協 会

メッカ にな るか？

平成
29年度

至京都駅↓

主催 ： 一般社団法人 京都府中小企業診断協会
後援：近畿経済産業局／中小機構近畿／京都府／京都市／京都商工会議所／公益財団法人京都産業21／公益財団法人京都高度技術研究所
京都府中小企業団体中央会／京都府商工会連合会／京都信用保証協会／日本政策金融公庫／株式会社京都銀行／株式会社滋賀銀行
京都中央信用金庫／京都信用金庫

●基調講演

少し前まで京都市役所に在籍され現在龍谷大学の政策学部教授の白
須正氏に基調講演をお願いしました。京都の行政を知り尽くしている
白須教授から、京都がさらにベンチャー排出のメッカになるのはどの
ようなことが必要かを、過去の施策も踏まえて提案いただきました。

龍谷大学白須教授の基調講演

●事例発表その１

株式会社コスメディ製薬の神山社長に、自社の創業のいきさつから
現在までの過程を赤裸々に語っていただきました。オフレコの資料を
いっぱい見せていただき、そのドラマチックな10年間の軌跡を勉強
できました。
（企業の詳しい情報は、http://www.nmo.ne.jp/publicity/ol1712.pdf）

●パネルディスカッション

中小機構近畿の江村さんを加え、成岡が司会をして４名のパネラー
でパネルディスカッションを行いました。江村さんは、この３月末ま
で京大桂のベンチャープラザの IM（インキュベーションマネジャー）
をされており、ベンチャー企業の実態に精通されています。パネル
ディスカッションでは、よく言われる資金の底（谷）が３回来るこ
と、そしてそれを乗
り越える方法、人材
獲得の悩みなど、お
およそベンチャー企
業が遭遇する諸問題
に関し、パネラー全
員で熱く語っていた
だきました。
パネルディスカッションの風景

●懇親会

最後は会場を近くのビアレスト
ランに移動しての交流会、懇親会
でした。

●事例発表その２

株式会社京都マテリアルズの山下社長に、最近脚光を浴びている
「パティーナロック」という商品名の防食剤に関しての開発の物語を
説明いただきました。この素材は錆をもって錆を制すという、逆発想
のコンセプトで開発された製品です。敢えて、いい錆を表面に発生さ
すことで内部の金属の防食を図るというものです。
（企業の詳しい情報は、http://www.nmo.ne.jp/publicity/ol1707.pdf）

毎年このシンポジウムを企画運
営している立場から言えば、どん
なテーマでも登壇いただく企業の
懇親会風景
代表者の方のお話しには、説得力
があり大いに勉強になります。やはりいろいろな経営課題に立ち向か
い、それを乗り越えるには相当の覚悟と信念が要ります。診断士はと
かく評論家に成り勝ちで、教科書で学んだ理屈を並べますが、現実は
そんな簡単なことではすみません。やはり、経営は経験から学ぶこと
が一番です。
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注目
企業
のご 紹 介

株式会社都タクシー 様
【会 社 名】都タクシー株式会社
【所 在 地】〒601−8124

京都市南区上鳥羽塔ノ本30−２

【Ｔ Ｅ Ｌ】075−671−6101
【代 表 者】代表取締役社長
【設

【Ｆ Ａ Ｘ】075−672−9385

筒井基好

立】昭和15年12月９日

【資 本 金】4,300万円

平成29年度スローガン

【車 両 数】約354両
【社 員 数】約700人（うち女性40名）
【営 業 所】上鳥羽（本社）／向日町／長岡／山崎

【関連会社】西 都交通（株）／西都交通（株）右京営業所／都大路タクシー（株）／湯田都タクシー
（株）／福井都タクシー（株）／福井タクシー（株）／坂井都タクシー（株）／都観光ツーリ
スト（株）／都タクシー（株）産業事業室／都クリエイト（株）／冨士自動車整備（株）／
民間車検ユアーズオートサービスセンター
京都の３大タクシー会社といえば、ヤサカグループ、MKグルー

保育園開所式の
筒井社長（中央）

プ、そして今回ご紹介の都タクシーグループ。保有台数も営む事業
も、それぞれに特徴があるが、今回は南区の株式会社都タクシー
をご紹介。
何といってもその中心に位置するのは、若い代表取締役筒井社
長。４代目の筒井社長はまだ40歳台。この業界では若手のやり手
で有名だ。何が有名かと言えば、その斬新な発想と行動力。タク
シー業界と言えば、旧態依然とした業界で新しいことがあまりな
いかと言えば、実は大違い。子育てタクシーや福祉タクシーなど、
新しい試みにチャレンジ。とうとう保育所まで作るという徹底ぶ
り。
都タクシー３つの理念とは、「お客さまにとって質の高いタク
シーをつくる」「働く乗務員にとって良いタクシー会社をつくる」
「公共交通機関としての責務を果たす」です。この３つの理念を実
現するために、日夜全員で奮闘しています。

新型ジャパンタクシー

弁護士のデスクから
交通事故「怪我の治療と賠償」

第３回

保育園きっずハウスみやこ

加福雅和 弁護士
〒604-8187 京都市中京区東洞院通御池下る笹屋町436番地

永和御池ビル３階 302号
加福法律事務所
TEL：075-251-7222  FAX：075-251-7272
Email：mkafuku@kafuku-law.jp

今回は交通事故で負傷した場合のお話しです。事故で怪我をし

打ち切られ、示談の提示が行われることがあります。これは、相

た場合に、心配となることは治療費と仕事を休んだ際の給与の補

手方の保険会社が「一括払」として治療費の支払を打ち切るとい

償（休業補償）についてだと思います（以下では、相手方に任意

う意味であり、必ずしも治療を継続できないということではあり

保険の加入があり、こちらの責任割合が少ないケースを想定し説

ません。治療継続を望む被害者としては、相手方保険会社から突

明をします）。

然治療費の支払を打ち切られることに理不尽さを感じることとは

まず、治療費については示談の前に相手方保険会社から先に支

なりますが、このような場合に治療を継続するためには、①自分

払（「一括払」）があるのが一般的です。休業補償額は示談時に提

で治療費を立替払し、自賠責保険へ請求する方法（健康保険を利

示されることが多いですが、入院された場合等、長期に休業され

用することで自己負担額を抑えることができます） ②ご自分の自

る見込みの場合は、先に支払われる場合もありますので、保険会

動車保険（人身傷害補償保険など）を利用する方法などが選択肢

社へ相談されることをお勧めします。怪我の賠償についての最終

として考えられます。どのような方法が一番良いのかは事案にも

的な示談（交渉）は、治療が終了し通院期間や後遺症の有無が確

よりますので、弁護士や保険会社と事前に十分協議して方向性を

定した後に行われることが一般的ですが、事故態様や怪我の程度

決めることをお勧めいたします。

等によっては、まだ治療継続中であるにもかかわらず、一括払を
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勉強会のご案内

1月度

N M O 勉 強 会 京都例会

http://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

第193回
日
時：01/11（木）19時〜21時
会
場：COCON 烏丸４階シティラボセミナールーム
開催形式：読書会（初の試みです）
課題図書：
「LIFESHIFT

100年時代の人選戦略」リンダ・グラッ
トン著
東洋経済新聞社刊 定価1,800円＋税
テ ー マ：生産的に生きる人生設計
運営内容：未読の状態で参加いただき、input と output を繰り返
し、参加者同士対話をしながら２時間で読みます。本読書会
の運営は、日本最大の読書会コミニュティReedforAction協会
の読書会手法に準じます。
参考：https://www.read４action.com/
ファシリテータ：山本容子

参加者の予習義務：予習は必要ありません。書籍を購入し、未
読の状態で参加下さい。参加に際して重要なのは、本を読む
目的と「問い」をもって参加頂く事です。
山本さんから「ひと言」
：100歳まで生きる時代と言われていま
すが、だれもが100歳まで生きられるわけではなく、また健
康な状態で100歳を迎えられるわけではありません。ご自身
の人生設計の羅針盤を見つけにお越しください。

株式会社成岡マネジメントオフィス

少し早いですが 創業15周年記念

感謝の集い

～おかげさまで15周年／次の20周年目指して～

2月3日（土）

2018年

14:30開場 15:00開演 17:00終了予定
会場

どなたでも
ご参加いただけます！
お誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。

からすま京都ホテル ３階

京都市下京区烏丸通四条下ル（阪急・烏丸駅西出口 23 ／地下鉄・四条駅南出口 6）
http://www.kyotohotel.co.jp/karasuma/

■ 特別講演

15:00～16:00

「日本一 安全・定時運航・低欠航率・快適」スカイマークの軌跡

佐山 展生 氏

インテグラル（株） 代表取締役パートナー
スカイマーク（株） 代表取締役会長
一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

■ 株式会社成岡マネジメントオフィスの今までとこれから

16:00～16:45

創業15年を振り返り今後の5年ビジョン

～これからの5年でしたいことやりたいこと～
成岡 秀夫

著 者：NHK スペシャル取材班
発 行：講談社
発行日：2016年07月20日
定 価：740円＋税
ページ数：198ページ
版 型：新書版
本書のもとになった番組は、2016年９月25日に放送された「縮
小ニッポンの衝撃」。この番組は、財政破綻した北海道夕張市を
継続的に取材していたNHK札幌放送局からの提案がきっかけだ。
破綻から10年経過したいま、行政や住民はどんな現実に直面し、
格闘しているのか。その姿は、40年後の人口減少と急激な高齢
化に悩む日本の縮図になっている。「人口減少」という切り口で
は、広島、松江、東京などでも、いろいろと懸念される現象が出
始めている。この現実から目をさらさずに向き合う勇気と覚悟を
持てるかどうか。いま、日本全体が試されている。
第１章：東京を蝕む一極集中の未来（東京都・豊島区）
第２章：破綻の街の撤退戦（北海道・夕張市）
第３章：破綻の街の撤退戦（北海道・夕張市）
第４章：当たり前の公共サービスが受けられない！
（島根県・雲南市）
第５章：地域社会崩壊 集落が消えていく
（島根県・益田市／京都府・京丹後市）
エピローグ：東京郊外で始まった「死の一極集中」
（神奈川県・横須賀市）

人生を「私の履歴書」から学ぶ
〜「心の雨の日」には〜
著 者：吉田 勝昭
発 行：PHP エディターズ・グループ
発行日：2017年08月01日
定 価：1,200円＋税
ページ数：297ページ
版 型：B５版
日経新聞の「私の履歴書」が登場したのは昭和31年。現在ま
で810名が登場している。著者は、この「私の履歴書」を全部読
み、ここに登場する人はそれぞれ不幸に遭遇しながらも、それを
克服し、そして世の中から評価される大きな仕事を成し遂げた人
なのだと気が付いた。いろいろな職業の人が、困難に直面した際
に、どのように考え、どのように対処し、どのように克服したの
かを、つぶさに研究した。そして、その克服法を５つに分けて分
類した。それはまさに、それぞれの分野で優れた業績を残した人
の人生の縮図でもある。

【目 次】

人生は「面白そう」を追求する旅

縮小ニッポンの衝撃

【目 次】

（ReedforAction 協会認定ファシリテータ－）

今月の
推薦図書

第１章：逆境・不遇にどう向き合うか
・・・破産／失意のどん底など
第２章：病やハンディキャップとの闘い・・・落第／覚醒剤など
第３章：家庭・家族問題の悩みに対処する
・・・二代目社長の悩み／貧乏からの脱出など
第４章：マイナスの境遇・運命を乗り越えて
・・・数奇な運命／周囲の好意と協力など
第５章：激動の歴史の中で生きる
・・・日本で一番長い日の前後／財閥解体など

（株）成岡マネジメントオフィス 代表取締役

創業からの15年を振り返り、会社の事業承継を含めた5年先のビジョンをご披露したいと思います

■ 記念演舞
定

会

懇親会

員 （先着順で締め切ります）

セミナー
懇親会
費

100 名
80 名

（当日受付にてお支払いください）

セミナー 2,000 円

当日発売予定の新刊書籍代金 1,000 円
＋
関西盲導犬協会への寄附金 1,000 円

■日時：同日 17：15 開始
19：00 終了予定
■会場：からすま京都ホテル３階
＜立食形式＞
■会費：3,000 円

（写真は 10 周年記念のもの）

主催

株式会社成岡マネジメントオフィス

〒603-8377 京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
TEL 075-366-6611 FAX 075-366-6100
http://www.nmo.ne.jp

編集後記
今年は本当にいろいろと大きな出来事があった。５月にベトナム、９月にシン
ガポールに15年ぶりに海外出張。帰国してほっとしたら10月に母が92歳で逝
去。来年２月には少々早いが15周年感謝の集いを企画した。同時に３冊目の冊
子も発行予定だ。そんな2017年もあと数日。今年もお世話になりました。来
年もよろしくお願いします。（な）

成岡マネジメントオフィス事務所通信
BUSINESS MANAGEMENT & COORDINATION

株式会社 成岡マネジメントオフィス

発行人：成岡秀夫

〒603-8377 京都市北区衣笠西御所ノ内町26番地
TEL：075-366-6611 FAX：075-366-6100
E-mail：info@nmo.ne.jp

送付先の変更は、上記へＥメールまたはFAXでお知らせください。

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp

勉強会の様子や講演活動の記録など掲載しています。
メールマガジンのお申し込みもこちらからどうぞ。

成岡マネジメント
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