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事例 2-1-1. ライフイズテック株式会社 

プログラミング・IT 教育事業により、多様性のある中高生の可能性を伸ばす

企業 

東京都港区のライフイズテック株式会社（従業員 33 名、資本金 5 億 1,848

万円）は、2010 年に創業された。 

現在、中高生向けのプログラミング・IT 教育キャンプやスクールの企画・

運営及びオンラインプログラミング教育サービスの開発・運営等を手掛けて

いる。2014年には、Googleが世界のICT教育組織に与える賞、Google RISE 

Awards を、東アジア地域で初めて受賞した。 

同社の使命・事業のビジョンは、多様性のある中高生一人一人の創造力

や実行力の可能性を伸ばすことで、その実現に向けた実践的なツールが、

プログラミング・IT 教育の「キャンプ」や「スクール」等である。 

まず、学びのきっかけをつくる「入口」として、春・夏・冬の長期休暇に全国

の大学のキャンパスで開催する合宿型の「キャンプ」と、プログラミングをし

っかりと学ぶ「中身」として、東京・大阪等の教室で学ぶ通学型の「スクール」

がある。また、そこで学んだ中高生の進学、就職、起業等の「出口」のサポ

ートも充実しており、世界的な企業への就職等、その後の活躍の道も開け

ている。 

2011 年度に初めて実施したキャンプは、中高生 40 名でスタートしたが、

現在では、ひと夏で 3,000 名が参加するようになった。キャンプでは、大学生

が中高生に直接、プログラミング・IT の技術を教えており、技術力、コミュニ

ケーション能力を兼ね備えたスタッフが多数所属しているため、リピーターも

多く、受講者数が増え続けている。 

同社の水野雄介代表取締役 CEO は、「プログラミング能力は、語学以上

にどの国でも必要となる大きなポテンシャルがあるため、2015 年からシンガ

ポール等海外の大学でキャンプを開催するなど、グローバル展開も強化し

ている。2020 年には、日本国内だけで 20 万人の中高生が IT でものづくりを

する世界をつくることを目指す。」と力強く語った。 



 

 

 



事例 2-1-2. 株式会社あわえ 

地域の魅力を高め、地方創生をビジネスとして実践する企業 

徳島県美波町の株式会社あわえ（従業員 7 名、資本金 1,000 万円）は、地

方創生を目的として 2013 年に設立された株式会社である。 

同社の吉田基晴社長は徳島県美波町の出身で、大学卒業後、東京でデ

ジタルデータの保護技術に関する製品開発を行うサイファー・テック株式会

社を 2003 年に起業。しかし、求人サイトに登録しても東京では人材がなか

なか集まらなかったため、地方で目立てば人が集まってくるのではないかと

考え、2008 年に徳島県美波町内にサテライトオフィスを設置し求人を行った。

その結果、様々な人材を集めることに成功し、事業を軌道に乗せることがで

き、売上も増加していった。 

他方で、東京の IT 企業が来たということで、地元住民からの期待も大きく

寄せられた。当初の目的はあくまでも自社の雇用の確保であったが、農業

をやりたいと言えば土地をくれ、釣りをしたいと言えば船をくれる地元住民の

悩みを聞いているうちに、彼らに恩返しをしたいと考えるようになった。これ

が、株式会社あわえを起業するきっかけとなった（現在、吉田社長は、株式

会社あわえとサイファー・テック株式会社の代表取締役を兼務している）。起

業時に NPO 法人ではなく、株式会社の形態を取ったのは、利益を出し、ビ

ジネスとして経営することができなければ、社会的に必要とされないと考え

たためである。 

同社は、地域資源を最大限に活用し、地方の魅力を高めていくことにより、

地方から都市部への人の移動の一方通行ではなく、都市部から地方への

移住の流れを創出し、人の循環を生み出すことができると考えている。また、

これを実現していくためには、地域・行政・民間企業のトリプルウィンの実現

が重要な要素であると考え、地域・行政・民間企業が合同で協議会を作り、

移住者一人一人の支援を行い、単に地方に移住を促すだけではなく、その

後の移住者の生活や仕事まで幅広く面倒を見ることに取り組んでいる。 

現在美波町で行っている具体的な事業としては、地域の魅力を高めてい

くために、町並みをデジタルデータとして保存するデジタルアーカイブ事業、

農産品をおしゃれに提供する「odori kitchen（オドリ キッチン）」の運営事業、

地域の広報誌「みなみ」の編集やエリアリノベーション事業等を行っている。

また、地域・行政・民間企業のトリプルウィンを実現するために、サテライト



オフィス開設支援、地域創業支援、クリエーター育成、地方自治体職員向け

の研修等も併せて行っている。 

今後は、「徳島県美波町の成功モデルを他の地域にも展開し、さらにより

広域的な枠組を作っていくことで、全国的に波及させていきたい」と、同社の

吉田社長は語っている。 

 



事例 2-1-3. 株式会社農業総合研究所 

日本の農業をより良くするために、IT で農産物流通の仕組みを変えていく 

和歌山県和歌山市の株式会社農業総合研究所（従業員 63 名（2017 年 2

月末現在）、資本金 1 億 9,921 万円）は、農家から農産物を集め、東京や大

阪を中心とした都市部のスーパーマーケット内に設けた「農家の直売所」と

いう名の直売所で農産物の委託販売を行っている、2007年創業、2016 年に

上場したベンチャー企業である。中間の卸売業者等を通さずに、農家と消

費者を直接つなぐことで、消費者には鮮度の良い農産物を提供することが

でき、また農家には消費者の生声を伝えたり、さらには卸売業者等を通さな

いため農家の手取り収入を増やしたりすることができるビジネスモデルであ

る。現在の登録農家は約 6,000 人、農家は各地にある集荷場に農産物を持

ち込み、農産物の価格設定から販売するスーパーマーケットまで選択する

ことができる。そうした農産物は大手スーパーをはじめとした全国約 900 の

スーパーマーケットに運ばれる。また、同社の流通システムは IT を活用して

いるのが特徴である。農産物は、スーパーマーケット等の販売先ごとに商品

バーコードの規格が異なるが、同社は、1 台の機械で大手スーパーマーケッ

ト各社の規格に対応できる独自のバーコード発券機システムを開発した。そ

れだけではなく、各スーパーマーケットでのバーコードによる販売データは

集約され、生産者である農家が日々の農産物の売上高をすぐ把握できるよ

うになっている。同社はこの画期的なシステムにより創業後業績を伸ばし、

2016 年 6 月に東証マザーズに上場、上場後も大手企業と業務提携を行うな

ど、業務の幅を広げながら業績を順調に拡大させている。 

同社の及川智正代表取締役社長は、東京農業大学で農業経済学を専攻

し、日本農業の将来に強い危機感を覚えていた。バブル崩壊のあおりを受

け、希望する職種に就けなかったが、2003 年に結婚を機に農業を営む妻の

実家がある和歌山へと移り住む。そこで、農業の現場と八百屋の経験を通

じて、農業の現場では、自分で値段が決められない、売るところも選べない、

消費者からの「ありがとう」という言葉が聞こえてこないという課題を強く感じ

た。他方で、八百屋では、誰が・いつ・どこで作った農産物なのか、どのよう

なストーリーがあるのか分からないという課題があった。それぞれの立場を

経験した結果、これらの課題解決の糸口は、農業の流通改革にあると確信

し、2007 年に創業に踏み切った。 



創業時の資金は、僅か 50 万円だった。この 50 万円で何ができるか考え

抜き、農家の営業代行を始めた。この事業モデルは、農家と契約し、新たな

販売先を開拓するごとに農家から 5 万円の報酬金を得るというものだったが、

農家の方はなかなかお金を出したがらず、報酬金の代わりにもらったみか

んを売って生計を立てていた。設立して半年ぐらい経ってくると、「農作物を

高く売ってくれる人」という評判が立ち、様々な相談が来るようになった。そ

の中に、「土日しか売れない道の駅の農作物を平日でも売れるようにして欲

しい」という相談があった。及川社長は、週末に道の駅に来る人々は遠方の

都会の人たちだろうという仮説を立て、道の駅に並ぶ農産物が都会のスー

パーにも売られるようになれば、平日でも買われるようになると考えた。そこ

で、（株）日本政策金融公庫から 500 万円の融資を受け、現在も同社の基幹

事業である「農家の直売所」の事業を開始した。農家が自分で値段をつけら

れ、自分で販売先を選べるという、農家にとっては画期的な新しい仕組みで

あったため、及川社長自らが農家や和歌山市内のスーパーマーケットに足

しげく通い、販売先の理解を得るための営業活動に注力した。その結果、同

社と農家 20 人、和歌山市内のスーパーマーケット 2 社と契約し、農家の直

売所事業を開始することができた。その後は同社の事業が口コミで広まって

いき、それにより新聞、テレビ、雑誌等のメディアにも取り上げられ、順調に

取引先を拡大することに成功、取引先も和歌山市内から関西全域、全国と

徐々に商圏も広げ、業績も順調に拡大させていくことができた。 

他方で、売上が 1 億円を越えてきたあたりから、農家一人一人のための

毎日の売上等の情報のメール作成の負担が増加し、また、農家も販売店毎

でバーコードの発券機が異なり手間が増えるといった課題が重くのしかかっ

てきた。そこで、これらの課題を解決するために、（独）中小企業基盤整備機

構及び県等により創設された「わかやま中小企業元気ファンド」の補助金採

択を受けて、業務の IT 化を進めていき、バーコードシステムの開発等を行

い、成長につなげてきた。 

今後は、「農家の直売所事業」を海外市場も含めて展開していくとともに、

流通だけでなく生産から消費までの他のプロセスにも参入するために、種

等の資材販売やレストランの経営もやっていきたい考えだ。 

同社の及川社長は、「農家とスーパーマーケットに情報と物流のプラットフ

ォームを提供している。我が国の農業は、流通の仕組を変えていかない限

り、良くなってはいかない。全国の農家が、消費者が食べる顔をイメージし



ながらやりがいを持って農産物を作り、農家がメーカーとして農産物を販売

していけるようにすることが重要である。」と力強く語った。 

 

 



事例 2-1-4. 株式会社ロビット 

スピーディーな企画・開発に取り組み、技術を高め、資金調達に成功 

東京都の株式会社ロビット（従業員 6 名）は、「ハードとソフトで、新しい価

値を生み出す」ことを掲げ、IoT 機器やロボット等の開発を行う企業である。

同社は 2016 年の夏に、初めての自社製品として、スマートフォンでカーテン

の開閉を制御できる後付け型の機器を世に送り出した。めざまし時計の代

わりに、カーテンが開き太陽の光が入ることで気持ちよく起きられる、という

コンセプトを打ち出したこの製品は、発売後約半年間で出荷数 2 万個を超え

るヒット商品となり、同社が世間から注目を集めるきっかけとなった。 

ここでは、同社の創業期の姿について紹介したい。同社を立ち上げたの

は、中央大学の電気電子情報通信工学科に所属する4人の学生だった。在

学中に複数のビジネスコンテストに出場し、企画力と試作品の完成度の高

さが評価されて大賞を受賞。ものづくりの分野での起業という道に可能性を

見出し、2014 年 6 月に同社を設立した。当時、在学中だった高橋勇貴社長

を除く創業メンバー3 名は大手企業で働き始めていたため、高橋社長が中

心となって開発を行い、他のメンバーは終業後や休日に参加するというスタ

イルだった。 

創業時の資金は、ビジネスコンテストの優勝賞金と、中小企業庁の「創

業・第二創業促進補助金」を合わせた数百万円。ハードウェアの開発には、

ソフトウェアと比較して非常に大きな資金が必要となるため、高橋社長は創

業当初から投資家からの出資による資金調達を行うことを目指していたが、

当時はハードウェア・スタートアップ自体が今ほど一般的ではなかったため、

投資家からはなかなか相手にされなかった。しかし、同社は限られた資金

の中で、失敗を多く経験しながらも、製品の企画・開発・失敗のプロセスをス

ピーディーに繰り返し、技術を高めノウハウを蓄積することで、徐々に投資

家からも注目される存在となっていった。 

その結果、同社はある個人投資家から、ハードウェア開発に必要な資金

の調達に成功する。これを機に、創業メンバー全員が退学・退職し、フルタ

イムで開発に専念できる体制が整った。さらに、この個人投資家自身も企業

経営者であったため、同社は経営面でのアドバイスや必要な人材の紹介を

受け、組織としての基盤も整えていくことができた。 



こうして、会社設立から 1 年が経つ 2015 年夏頃、前述の後付型カーテン

自動開閉機の構想に辿り着き、そこから僅か 1 年で販売開始にまでこぎつ

けることができた。 

同社は、このように消費者向けの IoT 機器の開発・販売において、一つの

成功を収めたが、それに満足することなく、第二、第三の製品・サービスの

事業化に向けて取り組んでいる。次に手がけるのは、消費者向けの製品と

は対極的な、工作機械の遠隔監視・操作システム「RACS SYSTEM（ラクス

システム）」だ。出展した展示会等では既に大きな反響を得ており、BtoB の

領域でのビジネス展開にも確かな手応えを感じている。 

 



事例 2-1-5. 株式会社 Payke 

インバウンド消費の課題解決を起点に、消費者向け商品データベースのプ

ラットフォームビジネスを目指す 

沖縄県那覇市の株式会社 Payke（ペイク）（従業員 15 名、資本金 3,300 万

円）は、外国人旅行客向けアプリの開発・運営、物販・商品開発のコンサル

ティングを行う企業である。 

同社は、スマートフォン等の情報端末で商品バーコード（JAN コード）をス

キャンし、その商品の情報を利用者の母国語に合わせて表示することがで

きるアプリを開発した。単純な商品情報に加え、動画や画像、商品に対する

口コミ、アレルギー情報等も合わせて表示することができるため、外国人旅

行客に商品購入を促すことができる。 

同社は 2014 年 11 月に創業し、外国人旅行客が多い沖縄県を起点に

2015 年 11 月に事業を開始。販路開拓を行うに当たり、沖縄県内のお土産

分野にターゲットを絞り、お土産メーカーを中心に営業活動を開始。地域の

広報誌やローカルテレビ番組等のメディアを積極的に活用することで地域

における認知度を向上させ、さらに取引先と信頼関係を構築することで別の

取引先を紹介してもらうなどにより、順調に取引先を拡大させていった。営

業活動開始からおおむね半年で沖縄県にあるほとんどのお土産メーカーと

契約することができ、またそれに伴い、外国人旅行客を中心に、同社のサ

ービス利用者も順調に増加、売上も順調に拡大させることができた。 

このように、同社は沖縄を拠点として事業を拡大させてきたが、次に東京

や大阪等の都市部で事業展開を行っていくに当たり、これまで沖縄で行って

きた市場開拓戦略を見直した。具体的には、都市部に関しては、お土産メー

カーではなくインバウンド消費の多いドラッグストアを中心とした小売店をタ

ーゲットにし、営業活動を開始。小売店の商品棚に商品情報を多言語で表

示する専用端末を設置することで、店員と外国人との接客負担を低減し、人

手不足に対応するなど、店舗側の課題解決の方法を提案することで、都市

部においても小売店との取引を徐々に拡大させている。なお、同社の消費

者向けの商品データは、同社で登録を進めるだけでなく、大手を含むメーカ

ー企業が自ら商品情報を登録できるようになっているため、登録情報が急

増する。また、同社はインバウンド向けの商談会等にも積極的に参加してお

り、その商談会を通して大手企業とも関係を作り、都市部においても順調に

取引先を拡大させることができている。 



さらに、同システムは、消費者がどの商品に興味を持っているかという

「興味指数」を可視化することが可能である。具体的には、「いつ」、「誰が」、

「どこで」、「何を」手にとっているのかをリアルタイムで収集している。それに

より、小売店は商品選定、メーカーは競合製品との比較分析が可能となる。

これらの独自データを利活用することで、小売店の客単価や売上の向上に

つながる効果も実証されており、スマートフォンやタブレット等の国内外サー

ビスの提供先が急速に拡大している。 

同社の古田奎輔代表取締役 CEO は、「同社のアプリが成功している秘訣

は、沖縄をターゲットにスモールスタートを最速で行ったこと、インバウンド消

費の課題解決に絞り込んだことにある。今後は、国内外の消費者向けの商

品データベースのプラットフォームを目指し、必要なビジネスや技術を柔軟

に取り込んでいく。」と力強く語った。 

 



事例 2-1-6. 株式会社 Knot 

ベンチャー企業のフットワークの良さを活かし、参入障壁の高い腕時計市

場で急成長を実現 

東京都武蔵野市の株式会社 Knot（ノット）（従業員 20 名、資本金 950 万

円）は、「ジャパン・クオリティで、日本と世界をむすぶ」をコンセプトに、オリ

ジナルの腕時計を製造・販売する 2013 年創業の企業である。 

我が国の時計業界は、高いブランド力と技術力・生産力を持つ少数の大

手メーカーが長らく圧倒的な存在感を発揮しており、腕時計メーカーの新規

参入は困難と言われてきた。しかし同社は、そのような時計業界に新規参

入し、短期間で独自のブランドを確立し、国内外で年間 15 億円以上（2016

年実績）を売り上げるまで成長している。 

この成長は、同社の遠藤弘満社長が過去に欧州の腕時計ブランドの代

理店事業で成功を収めた際に蓄積してきた経験・ノウハウと粘り強さ、そし

てタイミングの良さが重なって実現したものである。その成功の秘訣として

は 3 点が挙げられる。 

一つ目は、同社が「製造小売業」という形態をとっていることである。大手

の時計メーカーは、自社の製造した時計を販売会社や卸売業者、小売業者

等を通じて販売するのが一般的であるが、同社では自社の直営店及び自

社 WEB サイトを通じて消費者に直接販売する方式を採用しており、流通の

マージンを省くことで高品質な製品を割安（リアルプライス）に販売すること

を可能としている。 

二つ目は、同社が製造委託先の国内の時計工場と密に連携し、「メイドイ

ンジャパンの腕時計」を実現しているという点である。近年、国内の大手メー

カーは、安価な労働力を求めて海外に生産拠点を移しており、取引先の国

内の部品工場や組立工場が廃業に追い込まれるケースも増加している。同

社は、事業立ち上げの段階で、国内に残った数少ない時計工場を探し出し、

協力を取り付け、国内でサプライチェーンを構築することに成功した。「メイド

インジャパン」であることは品質への信頼につながり、国内の消費者はもと

より、海外、特にアジアの消費者への重要なアピールポイントとなっている。 

三つ目は、同社が時計という「モノ」の販売だけでなく、時計をカスタマイズ

するという「体験」を提供することにも重点を置いていることである。同社の

腕時計は、ストラップを簡単に取り換えられるようになっており、本体（フェイ

ス）とストラップの組み合わせは 8,000 種類にも及ぶ。さらに、2017 年には、



本社と旗艦店がある吉祥寺に新たに工房をオープンし、そこでは顧客が自

身の好みに合わせて文字盤や針等の部品まで自由に選べるサービスを提

供している。 

同社では、このようにベンチャー企業特有のフットワークの軽さや業界の

商慣習からの自由さ、消費者との距離の近さといった利点を活かし、大手企

業とは異なる独自の強みを構築している。 

 



事例 2-2-1. 株式会社大谷 

後継者難から社長の公募を試みた企業が、親族内承継をきっかけに次世

代を見据えた組織づくりに取り組む事例 

新潟県新潟市に本社を置く株式会社大谷（従業員 600 名（本社工場 55 名、

店舗販売 545 名）、資本金 1 億円）は、印章・ゴム印等の製造・販売業者で

ある。1966 年に、大谷勝彦会長（74 歳）が当時 24 歳で同社を設立し、ショッ

ピングモールを中心に全国135店舗の印章店を展開、一代で売上高業界一

位の地位を築きあげた。 

大谷会長は、55 歳を過ぎた頃に自身の後継者について考えるようになっ

た。5 年後の 60 歳を目処に社長交代を行うべく、はじめに 3 人の娘に相談し

たが、いずれも家業を継ぐ気はないと断られ、幹部社員にも社長を継ぐ意志

がある者はいなかった。そこで大谷会長が 56 歳であった 1998 年夏に、当時

としては珍しく、インターネットでの社長の公募を試みた。その結果、大企業

の管理職経験者や銀行支店長経験者等約 20 名の応募があり、書類選考

や面談を重ねて、50 歳代の大手企業の部長経験者を、社長就任を前提と

する取締役待遇で招聘した。入社後は新規事業のプロジェクトを任せ、経営

者に必要な経験を積ませようと試みた。大企業経験者だけあって、プレゼン

テーション能力や交渉能力は高かったものの、新規事業が軌道に乗らず、

結果的に社長に就任することなく、4 年ほどで離職することとなった。 

大谷会長は当時をこう振り返る。「親族経営の中小企業の社長は、金融

機関への個人保証や個人資産の担保提供も必要であり、社外の第三者に

経営を引き継ぐためには越えなければならないハードルがいくつもあった。

このような環境下で親族外の人が社長を継ぐには相当な覚悟が必要だった

だろう。」 

長引く後継者難を目の当たりにし、2010 年に後継者として手を挙げたの

が次女の大谷尚子社長であった。「もともと継ぐつもりはなかったが、両親が

会社を切り盛りする姿を見て育ち、折に触れて父の会社が気になっていまし

た。会社や業界のことは全くわからなかったが、従業員の生活の基盤となっ

ているこの会社を、後継者不在を理由に廃業させるのは忍びなかった。」と

大谷社長は話す。 

2012 年に就任した大谷社長は、当初、社内組織が未整備であったと感じ

たという。「会長は創業者ということもあり、会長が指示すれば、従業員はそ

の指示にしたがって動くという組織でした。会社を一代でここまで拡大させる、



良い意味で「ワンマン経営」だったと思います。外部から招聘した社長候補

の方について、従業員は「あの人は命令するばかりだった。」と言います。実

績がない人が会長と同じように上から命令ばかりしても、従業員はついて行

きません。会長の娘といえど、私も社長経験や業界経験がなく、会長と同じ

やり方では組織を動かせません。だから、私は、社長が命令をしていく組織

から、従業員が自ら考えて行動する組織づくりを模索しました。」大谷社長

は今も、工場や店舗に出向き現場の意見に耳を傾け、従業員に問題点や

改善点を考えさせる意識改革に地道に取り組んでいる。まだまだと感じてい

るが、一部の従業員からは意見が出るようになってきたという。「会長から引

き継いできた経営理念の一つに、「お客様に喜びと満足と感動を与え続け

る」というものがあります。日々お客様と接している優秀な店長や従業員の

接客姿勢を見ていると、経営理念が根付いていることを感じ、私も勉強にな

ります。製造の現場で働いている従業員も、私より問題点や改善点に気付

いています。これらの声を拾い上げて、一つ一つ改善していける環境整備を

することが、私の仕事です。」と大谷社長は話す。 

大谷社長は将来の事業承継についてこう述べている。「これからの会社

のことを真剣に考えてくれるのは、会社で働いている従業員だと思っていま

す。従業員から役員を登用し、その中から将来的に社長が育ってほしいと

思っています。私の役目は、次の代へと経営を承継していける組織づくりを

していくことだと思います。」会社を起こし軌道に乗せて拡大させる創業社長

と、会社が永く続く組織づくりをする 2 代目社長、求められる役割は経営者

の代によって異なるのであろう。 

 



事例 2-2-2. 株式会社オーテックメカニカル 

円滑な経営の承継に向けて 3 代で取り組む企業 

山梨県南アルプス市の株式会社オーテックメカニカル（従業員 41 名、資

本金 5,570 万円）は、高速組立・高速検査を行う省力機械・自動機の開発、

設計及び製造、販売業者である。 

創業者である芦澤会長自身は 65 歳を目処に経営の承継を行いたいと考

えていた。会社設立後 10 年が経過し、芦澤会長が 50 歳を過ぎた頃、会社

の成長とともに従業員が増えていく中、優秀な従業員が次の経営者として

会社を継いでゆき、永く存続していく会社作りに取り組み始めた。 

省力機械・自動機の開発、設計には高い技術力を要することから、創業

当時から技術力の向上と従業員の人材育成に力を入れてきた。この中で、

一番効果が大きかったのは、18年前から取り組んでいる経営計画発表会で

ある。芦澤会長の経営に関する考えを、毎期の発表会を通じて従業員に伝

えることで、経営者と従業員の目指す方向性が一致していくのを実感したと

いう。また、この発表会を続けていくことで、徐々に経営者的な視点を持つ

人材が育ってきた。 

こうして芦澤会長は、経営を担う後継者として、創業当時からのメンバー

であった若林氏（現社長）を選定し、2002 年に若林氏は当時 41 歳で次の社

長候補として常務取締役に就任した。その 7 年後の 2009 年には若林氏が

社長、芦澤氏が会長に就任した。これは芦澤会長自身が41歳で起業をした

経験から、「40 代になったら経営陣（取締役）として登用するべき」という考え

に基づいている。「経営計画発表会等を通じて、早くから若林氏とも経営理

念を共有してきたことから、スムーズな経営承継ができた。」と芦澤会長は

振り返る。また、社長を継いだ若林社長も「経営計画書があることで経営の

方向性が定まっており、経営しやすい環境だった。」と話す。 

同社は、東京中小企業投資育成株式会社 11（以下、「投資育成」という。）

の出資を受けており、若林氏を投資育成が開催する「次世代経営者ビジネ

ススクール」に参加させるなど、後継者教育のために外部の研修等を積極

的に活用した。芦澤会長は「経営者に必要な知識の習得をさせるという観

点に加え、「次の経営者を任せる」というメッセージを伝えたかった。」と言う。

また、若林社長は「自分と同じ境遇の後継者候補が集まっており、経営を継

ぐ者の課題や悩みを共有できた。このビジネススクールでの経営者のつな

がりは 10 年以上経った今でも続いている。」と同じ境遇の経営者との繋がり



が大事であったと話す。さらに 2013 年には次の経営者候補として、営業部

長の手塚氏（当時 42 歳、現常務）を取締役に抜擢し、同ビジネススクールに

参加させている。「組織規模が大きければ、後継者を選ぶということもできる

が、中小企業は自社で採用してから時間をかけて育てて行かなければなら

ない。そして後継者候補には早くから経営者としての経験を積ませていく必

要がある。」と芦澤会長は話す。 

円滑な非同族承継に向けて、芦澤氏一族が保有していた自社株式の大

半は経営陣や従業員持株会に譲渡し、役員や従業員の経営参画意識を高

めている。芦澤会長は「創業当時から会社は公器という認識が強かった。自

社株式は経営に関わる人が代々保有していき、従業員から育った人材が

脈々と会社を継いでいってほしい。」と述べている。 

 



事例 2-2-3 株式会社五星 

代々、親族内で承継してきた企業が、経営と資本の両面から親族外への承

継を進めた事例 

香川県三豊市に本社を構える株式会社五星（従業員 141 名、資本金

4,800 万円）は、総合建設コンサルタント会社である。土木関連の測量・設計

等のコンサルタント業務を主体に、企画、調査、計画、設計等を総合的に手

掛けられる体制が高く評価されている。 

代表取締役社長の武内和俊氏（66 歳）は 4 代目であり、社内従業員から

取締役として登用されて非同族で始めて社長に就任した。当社は現会長で

ある浅野氏の父が創業し、その後 2 代目、3 代目（現会長）と親族内承継が

行われてきたが、浅野会長はもともと親族に承継をしていくという考えが薄く、

社長に就任した 42 歳のときから、親族外承継を進める布石を打ってきた。 

はじめに、40 歳代の管理職級を早くから取締役に登用して経営に参画さ

せ、経営の重要な事項は取締役会の開催を通じて組織的に決定してきた。

また、創業家一族が株式の大半を所有していたところ、増資を行って従業

員持株会や役員にも株式を保有させ、毎期、株主総会を開催して決算状況

を従業員・役員と共有することで、経営参画意識を高めさせてきた。 

2008 年に大手同業者の子会社となったことをきっかけに、生え抜きの取

締役であった武内氏が社長に抜擢された。当時のことを武内社長はこう振

り返る。「社長に就任した際、銀行借入れに対して約 12 億円の経営者保証

をすることになりました。私自身は実家が製造業を営んでおり、社長だった

父親の姿を見ていたことから経営者保証に対する抵抗感はあまりなかった

のですが、今後、非同族の取締役の中から社長に登用していく際は、多額

の個人保証を負うことが、社長交代のハードルとなることもあるかもしれま

せん。」武内社長は在任期間中に、より一層財務基盤を強化して、経営者

保証を外してもらうことが自身の代での重要な仕事であると話す。 

大手同業者の傘下入りをした同社であったが、親会社との経営方針の不

一致により、資本提携後、僅か 2 年で株式を自己株式として買い戻した。代

わりとなる安定株主を模索したところ、中小企業投資育成株式会社（以下、

「投資育成」という。）の制度を知り、投資育成から出資を受け、大手同業者

に代わる安定株主として迎え入れた。また、メインバンクである百十四銀行

の支店長に事業承継における資本政策について相談し、資本政策に精通

した税理士の紹介を受けた。同税理士の助言を受けて、役員・従業員持株



会を再組成し、一人当たりが過度な負担にならない程度の自社株式を役員

や従業員に保有させ、将来的にこれらの株主が退職する際は次世代に順

次引き継いでいく仕組みを構築した。「親族外承継を進めるに当たって、事

業承継の課題解決に精通した税理士から的確な指導を受けたことで対応

が一気に進みました。他方で、親族外に株式を保有させると株主数が増え、

議決権が分散する傾向がありますが、そのような中で、公的機関である投

資育成に経営陣を支える安定株主となってもらい、経営権の安定化を図れ

たことで、安心して経営できる環境が整いました。」と武内社長は話す。 

武内社長の目下の課題は、次世代の経営陣の育成だという。2016 年夏

から、幹部社員数名と若手社員有志で会社の将来を考えるプロジェクトを発

足させ、経営ビジョンの策定を進めている。「このプロジェクトを通じて会社

が今後進むべき方向性を、次世代の経営陣と社員で考えて欲しい。自分た

ちで主体性を持って決めてもらうことで、その実現可能性も高まるだろう。」

と武内社長は話す。 

 



事例 2-2-4. 株式会社ファーストグループ 

事業承継後に事業再建した経験を活かして、同業者の M＆A に取り組む企

業 

奈良県天理市の株式会社ファーストグループ（従業員 100 名、資本金

3,000 万円）は、自動車整備業、自動車販売業を主に行う企業である。近年

は、飲食業や自動車整備工場の M＆A のコンサルティング等も手がけてい

る。 

3 代目の藤堂高明社長が 2003 年に入社したとき、本業の自動車整備業

は年間 1,000 万円の赤字と父親である先代から聞いていた。入社すると、実

際は 7,000 万円の赤字に陥っており、不動産部門の利益で会社全体では何

とか黒字を計上していた。従業員 24 人を抱えて、15 億円と多額の金融機関

からの借入れに見合う収益を上げられておらず、危機感を持った。先代や

会計士等の周囲からは「自動車整備業をやめればよい」と言われるばかり

であった。「社員のクビを切れば良いと言われるばかりで悔しかった。社員

の雇用も守りながら、利益を上げているうちに事業を立て直したいと決意し

ました。」と藤堂社長は言う。 

そこで、トラックや商用車等の大型車両の整備の受注が中心だった事業

をやめ、フランチャイズ加盟や老朽化していた工場・店舗の改装を行って、

一般顧客をターゲットとする小型車両向けの整備工場に転換した。社長就

任前であったが、先代や工場長・従業員の反対に遭いながらも、従業員を

解雇することなく事業を立て直した。こうした手腕を評価して、2007 年に先代

が亡くなって社長に就任した際、分散した株式を買い取るための資金を金

融機関が融資をしてくれた。 

こうした事業転換を経て改めて自社の可能性にも気付くとともに、事業の

統合を図る必要を感じたという。「自動車に関係する業界であり、縮小してい

ても、市場規模はまだまだ大きい。奈良県という地域で見ても市場は十分あ

る。ただし、自動車整備業の同業者は、家族経営の小規模事業者ばかりで

競合し合っていると、大手にも対抗できず消耗してしまいます。他の事業者

と協力・統合を行って、仕入れで交渉力を持ったり、連携してサービスを向

上させたりしなければ、事業は拡大しません。」と藤堂社長は話す。そこで、

2007 年から同業者の M＆A を始め、板金工場や自動車の買取店、保険代

理店等の買収を進め、バリューチェーンを構築した。現在では買収実績が

30 件を越え、グループ全体の売上が 40 億円を超えるまでになった。 



買収した中には、後継者不在で業績不振の整備工場もあった。「後継者

難や業況悪化から廃業を考えている経営者は少なくありません。こうしたわ

けありの企業を引き継ぐには、事業再生のノウハウが必要でしたが、自分

の会社を立て直した経験が活かされています。」と藤堂社長は言う。後継者

不在企業に、藤堂社長から訪問し買収した例もある。「従業員を路頭に迷わ

せたくないと思いながらも、具体的に行動できていなかった方が、こちらから

丁寧にお話をすると安心されて、トントン拍子で話がまとまることも多いです。

こうした企業を引き継ぐことは、意義のあることだと思いますし、当社も商圏

や事業を拡大できます。こうした企業にも、社長はできないけれど、店長な

らばできる人も多いです。」と、藤堂社長は話す。 

最近では、業況の良い会社の買収も増えている。「将来を懸念して、単独

で事業を続けていくのではなく、順調なうちに同社の傘下に入る企業もいま

す。こうした企業の経営者の方が社内に残ってくださることも多く、会社にと

ってもプラスです。」と、藤堂社長は言う。経済環境が変化する中で、1 社単

独でなく、統合し事業を継続させていくことも一つの選択肢といえるだろう。 

 



事例 2-2-5. A 社 

事業承継を理由に大企業の子会社になった製造業者 

A 社（従業員 48 名、資本金 1,000 万円）は、加工調味料の製造・販売業者

である。同社は、現社長（67歳）が27歳で創業し、取引先の出資を受けて設

立した。もともと調味料の卸売問屋であったが、顧客のニーズを把握し製品

の企画・開発を手がける OEM 事業に乗り出し、大手企業との取引も増え、

業容を順調に拡大させた。近年、売上高は約 80 億円まで達した。 

会社が順調に事業を拡大していく一方で、社長が後継者について考え始

めたのは 62 歳頃であった。社長には、一人娘しかおらず専業主婦であった

ため、当初は娘婿に後継者としての経験を積ませていた。しかし、同社の事

業規模が大きくなっており、親族だからという理由だけで経営を任せられな

いと、社長は次第に思うようになった。結果的に、娘婿は退社し後継者にな

らなかった。また、以前から、会計法人を交えて自社株式の評価額算定を

行っていたが、同社は毎期安定して利益を計上し、純資産の蓄積も厚かっ

たため、株式の評価額が高くなっていた。このため、相続税や贈与税等の

納税負担が大きく、社長の保有する株式を後継者に引き継ぐことが難しいと

いう問題もあった。 

こうした背景もあり、社長は、ここまで支えてくれた従業員の雇用維持と、

築き上げてきた事業のさらなる発展を望み、M＆A を決断した。当初は、出

資を受けている取引先へ株式の売却を持ちかけた。しかし、取引先は老舗

の同族企業であり、一から事業を築き上げた同社とは企業風土が異なると

思い断念した。取引先金融機関もいろいろと話を持ってきたが、自社の経営

規模からすると、上場会社への M＆A を想定していたという。 

一昨年から、主要取引先である大手企業の B 社へ話を持ちかけた。B 社

は、一般消費者向けの飲食店等を運営する上場会社であり、店舗運営のノ

ウハウに長けているが、自社内に技術者がおらず、調味料製造の開発や検

査体制等のノウハウに欠けていた。交渉開始当初は、評価額に開きがあっ

たが、お互いが歩み寄り、同社の開発技術や製品管理を評価する先方の

経営者判断もあって合意に達した。 

同社は、2017 年初めに社長が所有していた株式を譲渡し、B 社の子会社

となった。親会社である B 社からは、非常勤で取締役の派遣を受けて月 1

回の役員会で経営状況を報告するのみで、基本的に従来どおり社長を中

心とする経営体制を保っている。親会社からの要請で、最低 2 年は社長を



続けるが、将来は生え抜きの常務に社長を引き継ぐ予定という。社長は、M

＆A をこう振り返る。「社員の幸せ（雇用）と会社の発展、それに売却先の発

展を重視していた。会社の支配権には特に未練はないが、自分が作ってき

た仕組みが長く続き、発展していく会社を見届けたいとの思いがあった。当

社と親会社は、業態が違うため、各々で発展を遂げることができる。M＆A

で所有と経営の分離が図られ、当社も社員たちの力でさらに発展すること

が、親会社への恩返しにつながると思っている。」 



事例 2-2-6. 株式会社リブネット 

資本提携をきっかけに事業承継を前進させる企業 

三重県伊勢市の株式会社リブネット（従業員 30 名、資本金 1 億円）は、図

書館業務の総合プロデュース企業として、図書館委託業務、ソフトウェア開

発販売、コンサルティング等の事業を展開している。社長の谷口とよ美氏は、

もともと三重県職員であり、図書館業務に 26 年携わる中で、子供たちに学

びの機会を提供し、様々な知識や想像力を与えるという図書館の本来の機

能が失われているのではないか、と危機感を感じたという。そこで、民間の

立場から学校図書館を改革していこうと決意し、業務委託による図書館運

営事業を行う企業として 2002 年に創業した。 

前例のないビジネスモデルであり、自治体に対する営業でなかなか相手

にされず、売上の立たない中で人件費がかさみ赤字続きで、資金繰りに追

われるなど、創業当初から苦労することが多かった。そうした中で、谷口社

長はこのような思いを持っていたという。「事業を立ち上げ軌道に乗せること

に必死でしたが、最初からこの事業は個人が手掛けるべきものではないと

思っていて、いずれ私がいなくなっても続いていく仕組みにしたいという思い

が強かった。45 歳で創業したので自分の年齢や後継者のことがずっと気に

なっていました。なんとかサービスインフラとして定着させてマーケットが確

立したら、公益性のある大手に抱えてもらいたいと思っていました。」 

転機となったのは、2011 年、（株）東電通（現：（株）ミライト）の社長（当時）

に谷口社長から直談判し出資を受けたことである。システムの開発投資が

かさみ、資本の増強が必要なためであった。その後、組織再編により（株）ミ

ライト（電気通信工事業者の大手）となり、同氏を中心に谷口社長の事業を

支援してくれたという。ビジネスモデルや社会的意義を評価した（株）ミライト

が、ファンド等外部投資家が所有する同社の株式を取得し、2013 年に資本

提携することとなった。 

谷口社長は、資本提携をこう振り返る。「後継者もおらず、万が一のことが

あったときに、事業の存続自体が困難になると思い、子会社になることにし

ました。これまでは、社長業の半分が資金繰りでしたが、親会社の支援で銀

行からの借入れも整理し、ようやく今後の事業立案に注力できるようになり

ました。」業況も、赤字続きから資本提携した2 年目に黒字化を果たし、年々

売上・利益を増加させている。現在も、（株）ミライトの理解のもとで、経営の

独自性を保っている。 



谷口社長は今後の会社についてこう話す。「資本提携のおかげで、事業

もようやく軌道に乗り始めました。これからは、私がいなくても、この事業が

続いていく仕組みづくりをしていきたい。事業の規模も大きくなってきたため、

人材の育成と会社の組織を整備し、バックヤードの IT 化といったシステムを

構築していきます。やはり、一番は後継者を確保したい。親会社にも、後継

者を育成することが私の仕事だと言われています。」 

 



事例 2-2-7. 株式会社 DG TAKANO 

父親の事業の技術を引き継ぎ、新たな事業を起こして急成長を遂げる企業 

東京都台東区に本社を置く株式会社 DG TAKANO（従業員 20 名、資本金

1,000 万円）は、社長である高野雅彰氏（38 歳）が創業した、節水ノズル「バ

ブル 90」の製造・販売業者である。 

高野社長の実家は、祖父が大阪府東大阪市で創業し 50 年以上の歴史を

有する、業務用ガスコックを製造する個人事業者であり、高野社長の父は

世界的な技術を有する切削加工の職人で、海外から視察が来るほどであっ

た。業務用ガスコックの製造は、ガス漏れを起こさぬように 1,000 分の 2 ミリ

以下での精密加工が要求される一方、販売単価が低く利幅も小さいため、

ハイリスクローリターンの厳しい事業であった。その姿を見た高野社長に事

業を継ぐ意思はなく、社長の父も意思を尊重し自分の代で廃業するつもりだ

った。他方で、高野社長は、サラリーマンになるつもりもなく、いつか「起業し

たい」と思っており、IT 関連のベンチャー企業勤務を経て、システムやソフト

ウェア開発をする設計会社を 2008 年に立ち上げた。 

転機は、その会社に節水ノズルに関する仕事が持ち込まれたことだった。

高野社長は、「業者が持ってきた節水ノズルの単価を聞くと、父の仕事を見

ていた私が想定する製造原価と数百倍もかけ離れていました。こんなにも

利益率が違うものなのか、と驚きました。そして、これを超える製品は作れる

と確信しました。」という。高野社長は、節水ノズルの市場や将来性、既存の

特許権等を徹底的に調べた。また、父親の工場設備や技術等の経営資源

を活用すれば、システムやソフトウェアだけでなく、ハードウェア製品も開発

できる環境が整っていた。 

そこで、節水市場に参入する製品の開発を開始し、父の経営する工場の

一角で開発・試作を始めた。高野社長はこう振り返る。「使われずに置いて

あった、最新鋭の NC 旋盤を使わせてもらいました。操作が難しいものでし

たが、父に教わりながら独学で操作を習得し試作を重ねました。ものづくり

ベンチャーの最初の関門は設備投資ですが、父の工場と機械を使わせても

らうことで、開発や試作、製造を円滑に行うことができました。」こうして生ま

れた製品が、同社の節水ノズル「バブル 90」である。同製品は、水と空気を

混合させて脈動流を起こすことで、最大 95％の節水率を実現した蛇口ノズ

ルであり、受賞者に大企業が名を連ねる「超モノづくり部品大賞」を受賞する

など非常に高い評価を得た。 



高い技術力に基づく高品質の製品が完成したものの、なかなか売れず販

売に苦労したという。販路拡大のきっかけは、知人の外食チェーン店に納入

し大幅に水道料を削減できたことであった。以後、同製品を使用することで

コストを削減できることを謳い、外食チェーンを中心に注目され、急激に売上

を伸ばしていった。 

2016 年になり、同社は社長の父の工場を吸収合併した。社長の父は、役

員として同社で技術面を引き続き担当している。若手社員に職人の技術か

ら最先端の NC 旋盤のプログラミングまで指導するなど多くの面で協力して

もらっている。 

高野社長は、自身の起業と父からの事業の引継ぎをこう振り返る。「私は、

ようやく昨年になって父の工場を吸収合併し、工場や機械、そして技術力を

引き継ぎました。ものづくりの町東大阪でも、世界に通用する技術があるに

もかかわらず、このままでは後継者不在で廃業してしまい、技術が消失しか

ねない企業が見られます。私たちのようなベンチャー企業が、こうした高い

技術を使って、新しいものを企画していくことが重要ではないでしょうか。」高

野社長のように、先代経営者が培ってきた技術等の経営資源を使い新たな

事業を起こす、いわゆる「ベンチャー型事業承継」も、事業の承継の新たな

選択肢といえるのではないだろうか。 
 

参考：「ベンチャー型事業承継」を支援する取組み 

「ベンチャー型事業承継」とは、若手後継者が先代から受け継ぐ経営資源

をベースに、新規事業・業態転換・新市場参入等新たな領域に挑戦すること

で、永続的な経営を目指し、社会に新たな価値を生み出すことをいう。ゼロ

から事業を立ち上げる「ベンチャー」でも、先代と同じスタイルで事業を行う

「事業承継」でもない、新たなジャンルとして大阪産業創造館の山野千枝チ

ーフプロデューサーらが提唱している。 

事業承継のイメージを、「ベンチャー」という言葉が持っている、前向きなも

のに変えようという取組みで、（株）DG TAKANO の高野社長らを講師とする

後継者教育等を展開している。 



 


