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明るく元気に会社を変える 

～10 年連続赤字会社を８ヶ月で黒字化する経営～ 

 

 2014 年度立命館大学経営学部校友会経営

学振興事業第２回セミナーは、10 月 19 日

（日）京都ガーデンパレスにおいて 36 名

の参加を得て盛会裡に終了しました。今回

は元タカラ物流システム（株）社長・会長

・元タカラ長運（株）社長・会長大谷將夫

氏（立命館大学経済学部卒業）をお迎えし

て、「明るく元気に会社を変える～10 年連

続赤字会社を 8 ヶ月で黒字化する経営～」

というテーマでお話し頂きました。会社再

建の経験を踏まえた実に有意義で楽しいお

話しでした。終了後の懇親会もお付き合い

頂きました。当日の講演の概要を以下、紹

介します。 

 

 自己紹介 今日は、現場で、長崎運送を

いかに立ち直らせたかを中心にお話をしま

す。私は人間には 3 つの年齢があると思っ

ています。一つは暦の実際の年齢（実年

齢）で私は 73 歳ですが、肉体年齢は 63 歳

だと思っています。ゴルフは年間 50 回は

回れます。また精神年齢。これが重要です

が、これは 53 歳かな、と思っています。 

 十年後当社をどうするという夢を持って

いてほしいと思っていますが、若い役員と

話していても私より大きい夢の話が出てき

ません。これは大変残念なことだと思って

います。夢を持って経営する。若い取締役

と話していてそう思います。 

 また、人生は運がないといけないと思っ

ています。この会場に来ていない人はまず

運がないわけです。私は 59 歳で前身のタ

カラ貨物に出向しました。その会社はたい

したことない会社でした。でも私はタカラ

みりんの基盤づくりをした仕掛人です。

「すりおろしリンゴ」もヒットさせた経験

を持っていましたので、自信がありまし

た。 

 それまで物流会社のことを全く知りませ

んでした。そこで日本能率協会にいい先生

がおられました。ただ、コンサル料が高か

った。年 1600 万円 6 年間支払いました。

何でも金を払って勉強しなければ身につき

ません。ただではだめです。結果は 5 億円

のコストダウンができお釣りが出ました。 

 

 会社の歩み タカラ物流グループは 13

年間で売り上げ 3 倍にしました。利益は 5

倍に成長しました。 

 また 2006 年 8 月 1 日買収した長崎運送

（現タカラ長運）に乗り込みました。そこ

は 10 年間赤字でした。27 億円の負債があ

りましたが、僅か 8 ヶ月で黒字化できる幸

運に恵まれました。 

 この会社は、10 部門中 9 部門赤字でした

が、これを現在では全部黒字にしました。 

 私の経営論は 1 つは、合理主義、もう 1

つは人間主義の二本立てです。 

 誰が長運立て直しに行くかというとき、

私が行きますと言って、2006 年 8 月に行き

ました。いい会社にする、と宣言しまし

た。企業再建、それはまず人をまとめる必
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要があるという信念からそうしました。全

社一丸が重要です。1 人の力 1.2 になりま

した。モチベーションを上げ、一つの方向

に持って行く事が大事です。中小企業が伸

びるのは社長の力です。8 割社長の力で

す。社長には重点的にがんばってほしいと

思ってます。情熱のない人は社長を辞めな

さいと言いたい。そして社長が勉強しなけ

ればなりません。 

 

 私の基本的考え方 経営者は経営の責任

は全部自分のせいにしないといけません。

これからの時代は、経済の戦国時代です。

ですから乱世型人間でないといけません。

平時型人間では今はうまくいきません。 

 乱世は、大きいところが勝つとは限らな

いから、だからおもしろいのです。中小企

業にもチャンスがあります。 

 燃えられる人、燃焼型人間でないと社長

になってはいけません。一流と二流の違い

は何かというと一流はコツを知っていま

す。プロの経営者は、もうけ方のコツを知

っています。 

 合理主義も大切、人間主義も大切で両方

をうまく考えあわせて経営せねばなりませ

ん。社長が勉強しなければならないかとい

うと、理想のあるべき姿を考えて経営の方

向性（ビジョン）を示すことです。 

 

 理想と現場 理想、夢、ロマン、ビジョ

ンが大切です。かつ、現場を見る必要があ

ります。部長からの社長への報告には色が

ついているものです。社長自身で歩かない

といけません。そして、あるべき姿と現場

との差をどう近づけるか考えます。売上 5

％アップとか利益 1 割アップとか、目標を

つくるのは簡単ですが、どうしたらできる

かを言わないといけないのです。そうしな

いと目標達成はできません。 

 

 儲かる会社に変える 「売上（大）－原

価・経費（小）＝利益（大）」ですが、売

上を増やすには、まずは今の取引先に 3 品

売上から 5 品売上に取り扱いを増やしま

す。そして新規開拓、さらに新しいことを

考えるのです。原価・経費を減らすには知

恵が必要です。知恵でコストダウンし、そ

して利益を増やします。 

 あるとき、雑誌を見ていると、トヨタ自

動車が 20 兆円の売上で 2 兆円の利益でし

た。しかしそのうち 5 千億円が自動車で稼

ぎ、残り 1.5 兆円は周辺事業でももうけて

いました。そのときひらめきました。発想

は大事です。だた、その「ひらめき」は行

動に出たときに「きらめき」になるので

す。トヨタを参考に周辺事業でもうけるこ

とを考えました。タカラ物流もそうしまし

た。 

 ユニクロの柳井さんの本を読んでいる

と、経営者は行動、行動、行動と書いてま

す。いいと思ったらやる。思ったらぱっと

やる。だめなら撤退する。これが大事で

す。強い思いとあきらめない心が経営者に

は必要です。松下幸之助。なぜ成功した

か。それは成功するまでがんばったからで

す。どうもみんなあきらめが早すぎます。

思いが弱いからあきらめが早いのです。成

功すると思って動く。運を呼ぶのはそこが

大事です。運がない人は不安に思うから運

を呼べないのです。自信過剰くらいがちょ

うどいい。そうでないと成功しません。不

安を持つと運は逃げます。 

 人生で重要なのは人との出会いです。運

は人の出会いからです。人を大事にしてい

る人は運が向いてきます。人を大事にしな

い人は経営者に向きません。 

 

 新社長の経営理念 良い会社にするに

は、1 に従業員、２に顧客、そして３に株

主です。会社はまず従業員を大事にし信頼
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しないと、従業員は顧客を大切にしませ

ん。そして、現場に対してやさしく配慮す

ることです。現場を自動化し、冷暖房施設

して職場環境をよくします。将来のことを

考えてよい環境づくりをして今から手を打

つ必要があります。 

 

 合理主義と人間主義 「合理主義」と

「人間主義」は経営の両輪です。まずは 

自分を変える、意識改革が必要です。そし

て、基本方針では、差別化戦略が重要で

す。技術、品質、ブランド、サービス、ロ

ーコスト戦略の 5 つのどれかを選ぶことで

す。 

 

 長崎運送（現タカラ長運）の強み・弱み

 自分の会社の良さは何かと考えました。

長崎運送 62 年続いていた。良さがあった

から続いていた。それが傾いた。なぜかと

考えました。まずそれはコミュニケーショ

ン、縦横の連絡がうまく行ってなかったこ

とです。コミュニケーションの悪い会社は

いずれガタが来ます。私は報告を短くしな

さいと言ってます。事故があっても、人身

とお客様の荷物がどうなったかを連絡しな

さい、それも迅速に、15 分から 20 分以内

に連絡しなさいと言ってます。 

 私は、会社で一番苦労しているのは営業

だと思っています。もちろん営業出身だか

ら営業の苦労を知っています。ところが営

業は脇が甘い。つまりお客様を大切にする

と言って、お客様の言うことを聞き過ぎま

す。ほどほどでないといけません。過剰サ

ービスはいけません。お客様は大切で神様

と思う人が多いですが反面お客様はわがま

まです。顧客を信じないといけませんが、

信じすぎてもだめです。 

 

 合理主義（業務改革） 自分の会社であ

るタカラ物流を副社長にまかせて、長崎運

送再建に自ら進んで行きました。最初の 3

ヶ月が勝負所です。鉄は熱いうちに打て、

です。その際、計画 7 分、実行 3 分で、中

身の計画を緻密に練らないといけません。

会社を挙げて知恵を出すことが必要です。

つまり、人間関係ができているところから

攻めるのです。新規開拓はコネから始めま

す。 

 言葉で「がんばります」と言って、逃げ

てはだめです。がんばる内容が大事です。

いくら頑張っても同じやり方ではうまくい

くはずがない。やり方を変える必要があり

ます。数字を追うな、中身を考えろと言っ

てます。社長が勉強してないから中身を突

かないのです。 

 大決起大会をします。全員を集めて経営

方針を徹底します。そして、改革の一歩は

「見えるもの」から、です。挨拶回りをし

ましたが、通り一遍ではダメです。得意先

に聞くのですが、相手の腹の内を聞く必要

があります。飲んで聞くのが一番です。そ

こで、真実を聞きます。市場の真実を知り

ます。得意先に真実を聞き出します。真実

がわからないといい経営はできません。 

 

 社長の覚悟 社長の覚悟が大事です。真

剣にならないといけません。会社にかける

真剣さ・覚悟が必要です。そうでないと再

建できません。 

 課題つぶしによる問題解決ですが、一つ

のポイントは、問題を出させたことです。

例えば決算を翌月 10 日までにしなさい。

早く決算を出さないと対応が遅れます。ど

うしたらできるかを考える（課題を決め

る）必要があります。大きい課題→中の課

題→小の課題へと突き詰めていきます。最

後に誰がいつまでにどういうやり方でやる

かを決めます。先送りしないことが大事で

す。 

 しかも行動して、結果を出すのです。問
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題解決型人間を多くつくるのです。誰がい

つまでにという、１年間の表を作らせま

す。社長が毎月進捗状況を見ます。人任せ

にしてはいけません。 

 

 知恵を絞ったコストダウン 事例を挙げ

ましょう。タイヤ交換の事例です。タイヤ

を 2～3 万 km 走って前後ローテーションし

ます。空気圧を基準値を定めて保ちます

と、長持ちすることが分かり、１年しか使

えなかったタイヤが１年半持つようになり

ました。ガソリンの事例ですが、リッター

3.5 キロ走る車と 4.1 キロ走る車がありま

した。高速を走る車の運転手に聞くと、75

～80 キロくらいで走行するのが一番燃費効

率よい、坂の下りはアクセルを踏まず自然

走行する。そうすると燃料が節約できるこ

とが分かり、みんなが真似をするようにし

ました。また高速道路料金の事例では、深

夜割引や早朝割引を利用するために高速道

路には 12 時になったところでゲートイン

します。携帯電話は毎月 1 万円に押さえ

る。これを超えると自己負担にしました。

さらに社内にいるときは卓上を使うように

仕向けました。出張の場合、１軒のために

出張するのはやめて、5 軒回るなどしまし

た。残業もそうです。つき合って、みんな

一緒に残ってはだめだと言いました。残業

3 原則を立て、どうしても今日中にしなけ

ればならない仕事とクレーム、事故のあっ

た場合と営業の電話がある場合以外は帰ら

せるようにしました。 

 トヨタ生産方式でコストダウンを図りま

した。仕事の平準化と人の流動化です。忙

しいときの仕事を取ってこなくてよい。閑

なときに仕事を取ってくるようにしまし

た。また、仕事は一人 3 役こなせるように

します。マルチ人間づくりです。中小企業

はそうしないといけません。儲かるように

知恵を絞っています。 

 

 人は財産 人は財産です。人が知恵を出

すと資産が増えるから財産となるのです。

そして、意識改革をさせるのです。「明る

く、元気に、前向きに」です。これが人生

を変えるのです。この精神が重要なので

す。「情熱に勝る能力なし」です。自分の

能力に頼ってはだめです。能力よりも情熱

が大切です。いまや、ドッグイヤーと言わ

れています。スピードの時代、変化の時代

です。 

 会議では「どうしたらできるか」だけを

議論します。前向きに議論をし、必要な金

と人を使います。そして、チャレンジ精神

を大事にし、失敗を許します。 

 経営とは結果がすべてです。成功の法

則、まずは想いを強く持って「どうしたい

か」それを数値目標に変えるのです。行動

することが大事です。できるまでがんば

る、あきらめないことが大事です。そうし

たら目標達成できます。 

 

《編集後記》元気の出る話をいっぱいうか

がいました。本音トークで、みんな元気づ

けられたのではなかったでしょうか。時間

目一杯話されました。それでも時間不足で

した（松村）。 

 


