
■数字の見栄えをよくする粉飾
　一般に企業倒産は年間
9000社ぐらいあるそうだ
が、４割くらいのケースが
表面上の黒字倒産だとい
う。要するに、赤字を黒字
に見せかけた粉飾決算に近
い。動機は２つ。赤字や債
務超過を隠ぺいするするこ
と。誤魔化しをやらないと、
融資が止められ会社が潰れ
ると錯覚している。建設業
などでは入札に参加できなくなるという恐怖がある。もうひとつは、
経営者のメンツや対面、役員間の確執など。前年より業績を●％向上
させると外部に約束している。約束したことを守れないと自分の立場
が怪しくなるため、何とかして数字をよく見せたい。東芝はこれまで
のところ後者にあたるが、こうした事態が起こるのは何も東芝に限っ
たことではない。どの経営者、どの中小企業だって起こり得る。

■辛口を言う番頭がいない
　会社経営の暴走に歯止めをかける仕組みとして、昔ながらの「番頭」
機能の必要性がよく指摘されるが、そうした機能がなかった。経営者
に耳の痛い話しをできる人物やグループ、機関などをあらかじめ経
営トップの近くに置いておくことは必要なことだ。東芝は誰も自覚を
もってトップに耳の痛い話をすることができなかった。あとは経営者
自身が自制できるかどうかがポイントだ。自他共に注意をしないと、
経営者はどんどん謙虚さを失っていく。経営は自信がないとやってい
けない側面もあるが、謙虚さを失った社長が迷走することも起きるの
で、それをサポートするのが番頭の役割だ。副社長や専務、常務など
は、番頭とは機能が違う。あらかじめ存在し、普段は意見しないも
のの、会社が何かおかしな方向に行きそうな時にだけ苦言を呈する、
というのが番頭の機能。近代経営における番頭機能の復活が必要だ。

■遠くを見て近くに手を打つ
　自分たちがやっていることが、３カ月後や１年後にどうなるか。そ
れがわかるかどうかが「目利き力」だ。自社の製品やサービスが世の
中でどう評価されるのか。サービスを受ける側は３カ月後にどう変化
してゆくのか。そこに勝算を判断できるかどうかがポイントだ。も
しそれができれば、当面の負けを認めることができる。「今回発表し
た決算は残念ながら、不本意な内容だったが、来期以降は回復する」
と言うことができる。企業が数字をごまかすのは、自社の未来を十
分に見通すことができない焦りが原因だ。決算書の読めない社長や、
５年先、10年先といった将来の夢の話しかできない社長がいる。決
算書の数字が読める社長は、今後の３カ月、６カ月、１年を数字で説
明できる能力を持っている。逆に半年後、１年後にどんな利益が出
るかわからず、遠い先の話しかできない社長は、自社製品のことや、
取引先の状況、外部環境がどう変化するかがわかっていない。
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　日本を代表する企業である「東
芝」の解体が現実味を帯びてきて
いる。上場廃止もあり得る。会社
そのものが存続しない可能性もあ
る。どうして超一流の名門企業で
ある東芝が、ここまで追い詰めら
れたのか。

■東芝社内から集まった声
　昨年10月に社内から集まった声を基に、若手社員が中心となって
不正会計を招いた社風を改革するために標語を選定した。以下の７つ
にまとめられている。いまさらながら、当然と言えば当然のことなの
だが。

１．成功したことにするのは、そろそろやめよう
２．お客さまの顔を思い描こう、そして向き合おう
３．建前をなくそう。本気で伝えよう
４．議論をするときは全員平等だ
５．挑戦的な選択肢を受け入れ、新しいものを創造しよう
６．妥協せず、最後までやり切ったか？　もっとなにかできるのでは
ないか？

７．私たちの仕事は、きっとこれからも世界を変えていく

■事実から目を背け体面を取り繕う
　それぞれの標語には、それぞれに説明があるが、最大の原因は「事
実から目を背け、体面を取り繕う」社風にあった。東芝という大企業
で起こったことだが、我々が関与する中小企業経営の現場でも、同じ
ケースは多い。特に、創業社長やワンマン社長的な中小企業の経営者
が陥りがちな教訓だ。決して大企業のことだ、東芝のことだ、自社に
は関係ない、などとゆめゆめ思ってはいけない。このような病気は、
たちまち感染し免疫力を低下させ、あっという間に重症になる。自分
自身では気が付かない慢性疾患、日常の生活習慣病が命取りになる。

■上司の言うことに逆らえない風土
　売上の天ぷら目標もそうだが、上司が数字を言うと全員が無理だと
わかっていても、誰もそのことを言い出せない空気、風土、文化が蔓
延していた。正直に自分たちの思っていることを、ストレートに会話
し、本音の話しができる土壌がそもそもなかった。以前はもっと自
由闊達な雰囲気があり、いいことも悪いことも、そのまま報告され、
対策が打たれた。しかし、業績が傾きだしてから、そういう雰囲気は
一蹴され、後ろ向きのことを言えない、反対できない空気が支配し

た。経営陣が高い目標を勝手
に掲げても、それにネガティ
ブな反応をすることは許され
なかった。有名な「チャレン
ジ」という合言葉のもと、根
拠のない数字が目標を支配し、
達成不可能な数字が独り歩き
した。誰もそのことを指摘し
なかった。

第三者委員会の報告

新聞記事

PC事業の推移

成岡マネジメントオフィスからのメッセージ

中小企業が学ぶ東芝の教訓
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　戦後円とドルの為替相場は、ときの世界情勢、経済情勢に揺さぶら
れながら大きな動きを見せてきた。この為替像場の変動が、企業経営
にもたらした影響は現在でも、非常に大きい。中小企業では抗えない
変化ではあるが、戦後からの為替変動の歴史はどうだったのか。い
ま一度、過去を振り返りおさらいをすることは意味がある。今回は、
固定相場制からプラザ合意まで。

●固定相場の時代
　第二次世界大戦後、日本の外国為替相場は全面停止されていたが、
1949年４月25日よりドッジ・ラインの具体化の一環として１ドルに
対し360円の固定相場制となる公式為替レートが実施された。この
360円レートは、早くも９月に起こったポンド切り下げに伴い、円の
切り下げが論議されるなど、再三にわたり危機を迎えたものの、1971
年８月まで360円時代が続いた。

●ニクソン・ショック
　1960年頃から、米国におい
て国際収支の慢性的赤字が続
いており、ドルが弱体化してい
た。1971年に入ると米国の国
際収支は、戦後はじめて赤字
に転落し悪化の度を強め、景
気拡大を目的とした３回の公
定歩合の引き下げを実施した。
その結果、欧州諸国との金利
差が拡大し、短期資金の投機
的な移動を誘発した。５月に
はドイツ・マルクが投機筋の集中的な買いを受け、西ドイツはマルク
を変動相場制に移行した。このような国際通貨不安が続く中で、ニク
ソン米大統領は８月に米ドルの金交換停止、10％の輸入課徴金の賦
課などを内容とする新経済政策を発表。これに伴い、欧州諸国および
日本が変動相場制に移行し、ここに30年以上続いた固定相場体制は
事実上崩壊した。

●スミソニアン合意から変動相場制へ
　ニクソン・ショック以後、主要国通貨は固定相場制を離脱し、変動
相場制ないし二重相場制に移行したが、変動相場制は暫定的な措置で
あり、平価の調整を伴ったうえで再び固定相場制に復帰することが考
えられていた。1971年12月スミソニアン会議において、ドルの金平
価切り下げと主要国通貨の対ドル・レートの調整が合意された。円の

対ドル変動幅は308円へと切り上げられ、変動幅は上下2.25％すなわ
ち314円93銭から301円70銭の間を維持することになった。しかし、
このスミソニアン体制は、発足後半年にして早くもポンドが投機的な
売りを浴びて変動相場制に移行するなど試練を迎えた。その後の米
国の大幅な貿易赤字を背景に、米ドルに対する不信がつのり、1973
年に入ると再び世界的な通貨危機が発生した。イタリア・リラが二
重相場制に移行したことをきっかけに、米ドルの売りが活発化した。
このような状況に対して米国は同年２月にドルの10％再切り下げを
実施した。しかし、それでもドル不信感は沈静化せず、主要各国は、
為替相場の完全変動性に移行し、これ以後は完全変動相場となった。

●第一次石油ショック
　変動相場制移行後の円相場はスミ
ソニアン合意レートである308円に
比べ約16％の円高水準である265
円前後で推移したが、1973年10月
に起こった第一次石油ショックに
より280円台に急落した。その後も
石油価格が上昇を続けたため、円は
1974年１月には300円まで売られ
た。その後、落ち着きを取り戻した
市場で、円は270円台から300円台
での値動きを続けた。1975年には
米国の景気回復を背景にドルは買わ
れ、同年12月に変動相場制移行後の
最安値である306円85銭をつけた。

●プラザ合意
　その後の日本の対米為替レートは、大きな変動を伴いながらも、250
円を中心とした動きをみせた。それを大きく変えたのが1985（昭和
60）年のプラザ合意であった。ニューヨークのプラザホテルで行わ
れたG５の席で、レーガノミクスのなかで発生したアメリカの国際収
支赤字とドルの独歩高を修正する目的で、各国が協調して為替レート
を調整することとなった。その効果は大きく、わずか１年ほどで円は
ドルに対して３割以上も切り上がり、一時は１ドル150円まで上昇し
た。この急激な日高は輸出産業を直撃し、日本経済は深刻な円高不況

に陥った。また円高に
よって製造業の海外移
転が加速し、このころ
から産業の空洞化とい
う言葉が一般化した。
この円高不況対策のた
め、日本銀行が大幅な
金融緩和を続け、やが
てそれがバブル経済の
発生に結びついた。

●戦後の円ドル為替の変遷
昭和25年（1950）360.00〜昭和45年（1970）360.00
昭和46年（1971）349.33／昭和47年（1972）303.17
昭和48年（1973）271.70／昭和49年（1974）292.08
昭和50年（1975）296.79／昭和51年（1976）296.55
昭和52年（1977）268.51／昭和53年（1978）210.44
昭和54年（1979）219.14／昭和55年（1980）226.74
昭和56年（1981）220.54／昭和57年（1982）249.08
昭和58年（1983）237.51／昭和59年（1984）237.52
昭和60年（1985）238.54

 ※主要WEBサイト、経済雑誌の記事から著者改編

ニクソンショック当時の新聞記事

過去の円ドル相場の変遷

プラザホテル

プラザ合意のメンバー

経済に大きな影響を
検証するシリーズ
与えた出来事を

その2
為替レートの変遷　第１回



●室町寒梅館キャンパス：アクセス・連絡先
　〒602-8580　京都市上京区今出川通烏丸東入
　交通アクセス：地下鉄今出川徒歩５分
　TEL：075-251-4600
　E-mail：ji-dbs@mail.doshisha.ac.jp

●大阪梅田サテライトキャンパス：アクセス・連絡先
　〒530-0001　大阪市北区梅田１-12-17
　　       　梅田スクエアビルディング17階
　交通アクセス（大阪サテライト・キャンパス）：JR大阪阪急梅田徒歩３分
　TEL：06-4799-3255
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フューチャーベンチャーキャピタル株式会社
（JASDAQ上場　コード8462）

ベンチャーキャピタリスト
木村美都

から

への起 業 家 アドバイス

　商売にはお金がいる。でもお金がないと赤字になりません。元
手にしろ、借入にしろ、使える金があるから、赤字にもなります。
インフラ事業や装置産業は当然初期投資が多額になりますし、バ
イオや半導体、ITでもパッケージソフトやプラットフォーム型の
商売は開発費用が先行し、充分な元手の確保が望まれます。比較
的少ない元手で始められる商売はコンサルティングや仲介ビジネ
ス、人材派遣業などがあります。創業期にその商売がどの程度の
お金をいつごろ必要とするかイメージしておくことは重要です。
イニシャルにお金がどれくらいいるのか、商売が大きくなるにつ
れ運転資金がたくさんいるのか。それによって元手の調達手段も、
その後の資金調達の方も変わってきます。

　お金の調達方法をどれぐらいあげることができますか。基本は売
るか、貰うか、借りるかです。投資を受けるということは自分の
会社の持ち分を一部売るということです。遊休資産を売るという
方法もあります。アップルのスティーブ・ジョブスは中古のフォ
ルクスワーゲンを売って元手にしたそうです。補助金をもらうと
いうこともあります。寄付を受けるということもありますが個人
からの贈与は税金が少々面倒です。借りるということは、金融機
関からの融資だけではなく、親族、知人からの借り入れや買掛金、
支払手形で買うことも支払いを未払いにする事も売り上げを前払
いしてもらう事も入ります。フランチャイズやライセンスビジネ
スの場合、一定の権利を売るのか、保証金などで借りるのか、貰
うのか。契約の仕方で様々ですが、いずれも資金調達の方法でも
あります。

その14 資金調達
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同志社大学大学院ビジネス研究科第17回

　今出川通りの新町くらいから、東の寺町
通りまでの周辺は同志社大学のキャンパ
ス一帯だ。特徴のある赤れんが色のシッ
クな建物が目立つ。今回ご紹介する社会
人大学院ビジネス研究科、いわゆるMBA
コースを勉強するビジネス研究科は、「寒
梅館」という建物の中にある。法科大学
院（いわゆるLOWSCHOOL）と同居して
いる。ビジネス研究科の講座を担当させ
ていただいてはや７年になるが、社会人
でこのハードな２年間にかけるモチベー
ションとエネルギーは素晴らしい。かつ、
多くの時間とコストをかけて学ぶ姿勢は、
真剣そのもの。教える当方も、緊張の連
続だ。
　また、何より教授陣も素晴らしい。著
名、有名な教授陣が控えており、その教
授陣にMBAの修士論文を指導いただける
のは、この上ない機会だ。そして、素晴
らしい設備と施設。図書館やミーティン
グルームなど、非常に恵まれた環境で、
２年間切磋琢磨の機会が提供されている。
40歳代、50歳代の受講生も多く、毎回真
剣勝負の講義が続く。

寒梅館

ビジネス研究科の１年カリキュラム

履修パターン

年齢構成



第147回
日　時：06月20日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会　場：大阪産業創造館６F-D会議室
   （地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）
講　師：八田　信男氏
    （ＩＤＥＣ株式会社取締役・株式会社ファーマフーズ監査役）
テーマ：AIとニューエコノミー 〜IoTと日本らしさ〜


第148回
日　時：07月18日（火）19：00〜21：00…第３火曜日です
会　場：大阪産業創造館６F-D会議室
   （地下鉄堺筋本町駅徒歩３分）
講　師：成岡　秀夫（NMO勉強会主宰代表）
テーマ：当世ベトナム事情
    〜今後有望な東南アジアの市場を見る〜

第186回
日　時：06月08日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会　場：COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車/阪急京都線「烏丸駅」

下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師：八田　信男氏
    （ＩＤＥＣ株式会社取締役・株式会社ファーマフーズ監査役）
テーマ：AIとニューエコノミー 〜IoTと日本らしさ〜
第187回
日　時：07月13日（木）19：00〜21：00…第２木曜日です
会　場：COCON烏丸４階シティラボ内セミナールーム
    http://www.citylabo-ino.com/
    （市営地下鉄烏丸線「四条駅」下車/阪急京都線「烏丸駅」

下車すぐ「地下鉄02番出口」より１階正面玄関へ）
講　師：成岡　秀夫（NMO勉強会主宰代表）
テーマ：当世ベトナム事情
    〜今後有望な東南アジアの市場を見る〜
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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。

発行人：成岡秀夫

ＮＭＯホームページ

http://www.nmo.ne.jp
〒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。

成岡マネジメント 検 索

編集後記
連休の前半にベトナムに行ってきた。久しぶりの海外だったが、現地はもう真夏
だった。ハノイ市内の交通渋滞は、それはすごいもので移動が大変だった。現地
では、通訳と移動を手配してもらったが、なかなか目的地に到達するのに時間が
かかった。たまたま行った５月の２日が南部の解放記念日で、祭日だった。ベ
トナム戦争終結から40年。これからの発展を感じさせる空気が、いっぱいだっ
た。（な）

6月度・7月度 勉強会のご案内 ● いずれも参加費1,000円

N M O 勉強会 京都例会 N M O 勉強会 大阪例会
http://www.nmo.ne.jp/business/it-osk.htmlhttp://www.nmo.ne.jp/business/it-kyt.html

時間　13：30〜17：00
場所　�京都市下京区烏丸四条COCON烏丸ビル４階シティラボ内� �

セミナールームにて

形式　成岡からの講義形式／毎回自由参加
費用　�毎回5,000円（テキスト代金・諸費用込み）
定員　10名で先着順／申込後のキャンセルはできません
申込　��ホームページ、Eメール、FAX、電話にてお申込みください

 スケジュールと内容 
講座番号 開講日 曜日 課　　　　題

21-3 2017/6/18 日曜日 決算書・試算表を分析する
～キャッシュフロー計算書～

21-4 2017/7/23 日曜日 設備投資と資金繰りの基本
～投資判断基準と現実の資金繰り～

21-5 2017/8/20 日曜日 管理会計と財務会計の違いと活用
～収益管理の方法～

21-6 2017/9/10 日曜日 経営計画を作成する
～中期計画を作成する際のポイント～

成岡秀夫経営塾　
マネジメント基本講座シリーズ
第21期（2017年度前期）

今月の
推薦図書
書　名：経営の定石の失敗学〜

セオリーの暴走が会社
を傾かせる！〜

著　者：小林　忍
発　行：株式会社ディスカヴァー・

トゥエンティワン
発行日：2016年12月25日
定　価：1,600円＋税
ページ数：322ページ
版　型：A５版

経営の定石の失敗学〜セオリーの暴走が会社を傾かせる！〜
　著者が事業再生に携わり多くの傾いた企業を診てきた経験を総合す
ると、傾いた企業ほど従来からよく言われている「経営の定石」とも
いうべきセオリーを、頭から信じて疑わず、真剣に実行しようとして
いる。セオリー自体が間違いではないが、どんな時代でも通じるセオ
リーなどありえない。また、経営環境が激しく変化する現代では、あ
る時期フィットするセオリーでも、次の時代ではそぐわない場合があ
る。いつもよく言う「その時代では」「その環境下では」という枕詞
が付くと思わないといけない。セオリー自体を勉強し学習することは
間違いではないが、常に自分の企業にどのように「加工」すれば適応
できるかを考えておくことが大事なのだ。

【
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第１章：会社はどのように傾くのか
第２章：危険な10の定石
　　　　経営コクピット／俊敏な経営／リーダーシップ／ワイガ

ヤ／現場主義／コミットメント経営／モチベーション経
営／選択と集中／ポートフォリオ経営／花形商品経営

第３章：失敗を予防する・失敗に対処する


