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【５】 事業承継のお手本の元就！「三本の矢」で本家
を盛り立てよ

事案の概要

毛利元就の最も有名なエピソードとして「三本の矢」の逸話が
あります。元就が1557年、60歳の時に隆元、元春、隆景の3人の息
子に宛てて書いた文書『三子教訓状』が出典で、「一本の矢では簡
単に折れてしまうが、三本まとまると容易に折れることはない。
兄弟3人が結束力を強め毛利家を守ってほしい」と、元就が3人に
言い聞かせたという内容です。実は前述の文書にそのもののエピ
ソードがあるわけではなく、会話は後世の作り話という説もあり
ますが、毛利家の危急存亡の際にはこの教えを“親爺の言葉”と
して一族は結束したことでしょう。本項目では、この「三本の矢」
を例にとって事業承継について考えてみます。

◆一代で中国地方を統べた瀬戸内の覇者
元就の主な経歴は下表のとおりです。元就は、吉川、小早川両氏に

自分の息子を養子として送り込むことによって、安芸、石見、備後に
またがる領地を支配下に置き瀬戸内海の制海権も手に入れました。そ
して大内氏や尼子氏を攻略し、一代にして中国地方のほぼ全域を支配
する戦国大名に成り上がります。
毛利家の発展は、今でいう「Ｍ＆Ａ」の繰り返しで近隣の諸豪族を

吸収して進められました。中小企業が複数のＭ＆Ａを通じて地方有数
の大企業になったという、経営のお手本のような話です。その優れた
智謀と家臣から慕われた人柄で、元就は戦国時代最高の知将と評され
ています。
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西 暦 内 容

1497年 安芸の国人・毛利弘元の次男として出生。

1523年 毛利氏の家督を継ぐ。

1544年
強力な水軍を持つ竹原小早川氏に三男徳
寿丸（後の小早川隆景）を養子として送
り込む。

1547年
亡き妻の実家である吉川氏に次男元春を
養子として送り込む。

1555年

厳島の戦で、大内氏の陶晴賢を破る。
陶晴賢はこの戦で自害、総大将を失った
陶・大内氏は急速に弱体化していき、有
力武将達も次々と毛利の傘下に入る事を
決めた。
この結果、毛利元就が長門・周防などの
領地を手中に収め勢力を大きく拡大させ
た。

1566年
月山富田城攻めで尼子義久を降伏させ
た。

1571年
75歳で死去。（病死若しくは老衰）
毛利元就の跡継ぎには、長男・隆元の息
子・輝元が選ばれた。

◆三本の矢はバラバラだった？

毛利家の主戦力は「毛利本家」、次男が養子に入った「吉川家」、三

男が養子に入った「小早川家」の三家です。後世まで毛利家を支えた

「毛利両川体制」と評されるもので、この三家が、いわば「三本の矢」

のように結束したからこそ、強い毛利が成り立ったといわれます。
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しかし筆者の個人的な見解では、この三家は初めから必ずしもうま
くいっていたわけではないと考えています。もしこの三家が初めから
結束していれば、あえて元就が「三本の矢」の話をする必要はないわ
けです。おそらく元就は、今でいう先代経営者として、後継者である
長男隆元を中心に兄弟全員が結束するように言い続け、それが後世に
まとめられたのではないかと考えます。
例えば3兄弟の一人、小早川隆景は、1533年に元就の三男として生ま

れていますが、1年後に織田信長、4年後には豊臣秀吉、9年後には徳川
家康が生まれていることから、彼自身もまた天下統一を目指してよい
時代に生きたことになります。しかしそこをあえて、戦国時代という
激動の時代を生きるため、父・元就が彼ら兄弟に与えた教訓が、後世
に残る「三矢の訓」ではなかったのではないでしょうか。
『三子教訓状』では、毛利家を継いだ隆元を中心に、吉川家を継い

だ元春、そして小早川家を継いだ隆景が両翼を担う「毛利両川体制」
の構築を促し、結果として息子たちは血縁を軸とした強固な協力体制
を作り上げました。このことは現代の事業承継においても教訓として
色あせるものではありません。

◆存亡の危機を乗り越え近代日本の原動力に
1577年以降、織田信長が羽柴秀吉に命じて行った山陽道・山陰道に

対する進攻戦（世にいう中国攻め）は毛利家にとって危急存亡の時で
あり、戦は足かけ6年にも及びましたが信長が本能寺の変にて横死し
たため講和で終わりました。秀吉が甥に毛利家を乗っ取らせんとした
企ても、小早川家がいち早く養子（後の小早川秀秋）とすることで守
ったといわれています。また関ケ原の戦いに敗れ、8か国あった領地
を2か国に減らされた時も、「三本の矢」の教えを胸に三家が結束して
本家を盛り立て、一族の滅亡を防ぎました。結局毛利家は力を蓄えな
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がら江戸時代を生き抜き、そして明治維新における日本の原動力にな
ったのです。

実務上の留意点

１ 事業承継の成功には「三本の矢」の教えが大切
兄弟同士は幼い頃に競い合うことが通常です。成長してからも中々

うまくいかないもので、戦国時代では兄が弟を殺すことは信長や伊達
政宗の例など多く見受けられます。だからこそ逆に結束することが重
要だといえるのではないでしょうか。
事業承継においては、事業価値の源泉が次の世代でもき損しないよ

う、厳しい経営環境の変化に適合させることが重要です。「三本の矢」
は現代の事業承継にも通じるバイブルなのではないでしょうか。

２ 後継者と経営者が協力し合い事業を行う方針を、早めのうち
から後継者候補へ認識させること
事業承継の成功には、経営者と後継者のコミュニケーションが必要

不可欠です。現経営と経営者がお互いに理解を深め、経営課題を「見
える化」しましょう。
会社の事業価値を高めるために自社の強みをさらに強化し、自社の

弱みを補強することが大切です。
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【12】 老舗の和菓子屋で後継者が孤立！ぶつかり合う
「伝統」と「改革」

事案の概要

事業承継において、従来の会社の経営方針と、後継者の掲げる
経営方針の間に生じる相違点を確認することはとても重要です。
後継者が独自の新たなアイデアを打ち出して会社の抜本的な改革
を図ろうとしがちな一方で、先代経営者や先代を慕ってきた役員
と従業員が過去の経験や実績ばかりを重視することが多く、この
両者のギャップからトラブルが発生しやすいからです。
経営方針をめぐって「後継者vs社内の役員や従業員」という構
図が生まれ、両者の溝が深まってしまうと、会社の存続に関わる
ような事態に発展してしまうことも少なくありません。本項目で
は、老舗企業で経営改革を図った後継者が、経営方針をめぐって
社内の役員らと対立し、孤立してしまったという事例を検討しま
す。

◆老舗の和菓子屋、新機軸を打ち出すも…
知春堂（仮名）は、明治時代から続く老舗の和菓子製造小売業者で、

代々親族経営でここまで続いてきました。ヒロミさん（仮名）はその
後継者として、社長の役職こそ父親が続けているものの、実質的な経
営を2年前にバトンタッチされたばかりです。
ヒロミさんは、知春堂を全国的に有名な店にしたいという夢を抱い

ていました。知春堂の主力製品である大福は、客からの人気は高いも
のの、日持ちせず、1日に製造できる数にも限りがあるため、売上げが
一定以上伸びない頭打ちの状態となっていました。そこでヒロミさん
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は、大福より日持ちする最中や羊羹の製造販売を新たに始めることを
決め、他の親族役員の反対を押し切って大幅な設備投資を行い、人員
も増員して積極的な販売活動を行いました。
しかし、ヒロミさんの事業展開は当初の思惑どおりにはいきません。

最中や羊羹は思うほどには売れず、会社の損益は知春堂始まって以来
の赤字に落ち込んでしまったのです。ヒロミさんはいろいろ手を打ち
ましたが効果は薄く、彼女が焦れば焦るほど、父である社長や親族役
員、従業員たちの信頼を失い、徐々に社内での孤立を深めていきまし
た。思い悩んだヒロミさんは、筆者の事務所に経営改善の相談にやっ
て来たのです。

◆「後継者の暴走」と片付けてよいのか
ヒロミさんが社内で孤立したことに対して、会社の親族役員たちは

「経営を任されたからといってヒロミさんが暴走したために、経営内
容が悪化したのだから当然だ」と考えているでしょう。しかし、果た
して本当に問題はヒロミさんだけにあるのでしょうか。筆者は事態の
経緯や知春堂の経営状況を聞き取るうちに、知春堂が抱える本質的な
問題点として、次の2点が判明しました。

① 明治時代から続く老舗であるために、後継者が行おうとする新
しい事業展開に、親族役員らが過剰に抵抗感を抱いていること

② 親族役員が、祖母（会長）、父（社長）、母、叔母2人、従兄弟2
人、妹1人と、とにかく多く、彼らへの役員給与が知春堂の経営を
圧迫する過重負担となっていること

この2点を踏まえ、筆者は改善策を考えてみました。
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◆じわじわ迫っていた会社の経営危機
知春堂のこれまでの財務諸表や経営データを見せてもらい、それを

検討した結果、筆者はヒロミさんと同じ結論に達しました。大福だけ
に特化した知春堂の経営が早晩行き詰まることはデータからも明らか
だったのです。それを防ぐため、今のうちから最中や羊羹などの新メ
ニューを示すことは、知春堂が生き残っていくために非常に重要な戦
略でした。それと同時に、新商品の売上げを向上させるための、しっ
かりとした事業計画を再構築することも必要でした。
また、確かにヒロミさんの事業展開によって経費が膨らんだ結果と

して知春堂の業績は赤字に落ち込みましたが、そもそも近年は常に収
支トントン程度で、どのみち早晩赤字になることは推測できる状態で
した。それよりも、この会社が赤字になる根本的な原因は、親族役員
の多さから役員給与が過重になっていることです。そのため経営改善
に向けた方策として、役員給与の50％カットや、長年にわたって蓄積
されてきた役員借入金について債務免除の実行を提案しました。

◆承継を成功させるのは周囲の信頼と協力
先代や親族役員の方とも話合いを持ち、筆者はそれぞれと次のよう

な話をしました。

① ヒロミさんの心掛け
神輿は一人では担げません。同様に、事業も周囲の協力なくし
ては成り立ちません。周囲の反対を押し切って経営改革を進める
のでなく、まず彼らの信頼を得ることから心掛ける必要があるこ
とを話しました。彼女は、誰よりも熱心かつ地道に働いて、信頼
を勝ち得ていくことを約束しました。

② 親族の中の中心的存在である会長（祖母）と社長（父）の理解
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会長（祖母）と社長（父）に会い、知春堂の原点となる、さま
ざまなお話を聞きました。そして会長の「お客様を笑顔にするこ
とを一番大切にしたい」との言葉を、知春堂の経営理念として改
めて掲げることを提案し、今後の会社の経営の見直しについても
理解を得ることができました。

③ 親族の不満の集約と協力の確保
他の親族からは、後継者のヒロミさんに対する不満や希望を率
直に語ってもらいました。彼らは、ヒロミさんの行動が単なる独
善と暴走に過ぎないと考えていたので、ヒロミさん自身から、自
分の考えをきちんと時間をかけて伝えてもらいました。そして、
お客様から長く愛されるために、これからどのようなことを行う
べきか、じっくりと意見交換をしました。

長い話合いの結果、新規事業展開は今後も継続すること、新製品の
売上げが軌道に乗るまでの間、役員全体でヒロミさんをバックアップ
していくこと、そのために代表者以下親族役員の給与を現在の半分以
下とすることなどが決定しました。また祖母（会長）と父（社長）か
らの役員借入金は、債務免除するか、資本金へ振り替えることも決ま
りました。そして今後は月に1回「親族会議」を開き、祖母（会長）と
父（社長）のバックアップを受けながら、ヒロミさんから月次決算を
親族に報告することになりました。歴史のある老舗企業の事業承継で
は、かくも後継者は大変なのだということをつくづく痛感した事案で
した。
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実務上の留意点

１ 時代が変わっても変わらない経営理念を共有すること
後継者は時代や事業理念が変わっても守るべき経営理念を経営者と

後継者で共有し、尊重することが大切です。
後継者は会社の事業における「強み」と会社らしさとして将来に残

しておくものは何かを考えてみましょう。

２ 後継者は時代や事業環境の変化の中で、あえて変えていくも
の、チャレンジしていくものを考えること
後継者はこれまでの会社の強みや会社らしさを守りつつ、持続可能

な事業として、あえて時代や事業環境の変化の中で変えていくもの、
チャレンジしていくものを検討することが必要です。

３ 事業承継のための仕組みづくりには、その事業を取り巻く利
害関係者の協力が必要不可欠
事業を取り巻く利害関係者も、後継者の改革を盛り立ててサポート

することが大切です。
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【28】 取引先のファインプレー！承継の成否を握る利
害関係者の協力

事案の概要

事業承継において、経営方針をめぐって現経営者と後継者との
間にギャップが生じることは珍しくありません。両者の対立が激
しくなれば、社内だけでなく企業を取り巻く関係者全員にも重要
な影響を与えることになります。例えば、取引先としては、「今の
経営者」に付くか「次の経営者」に付くかの決断が、それ以後の
取引関係を大きく左右する大変重要な判断になるわけです。
本項目では、経営者と後継者の経営方針の意見対立に巻き込ま
れた取引先が、巧みに対処して解決に導いた事例を検討します。

◆社長の設備投資を思いとどまらせて！

大型機械を買いたい！

経営者 奥様と後継者Ｙ氏

Ｋ社(建設機械メーカー)の
Ｎ支店長

購入させたく
ない！

建設機械メーカーのＫ社が主
催するセミナーに講師として招
かれたときのことです。このセ
ミナーは1泊2日で催され、あら
かじめ参加企業から過去3期分
の決算書や税務申告書を提出し
てもらい、1日目は決算書に関
する基本知識の習得を目的とし
たセミナー、2日目は自社の決
算数値に基づく経営シミュレー
ションと個別の財務診断を行うというものでした。
本番前日に資料を準備していたら、セミナーを主催するＫ社のＮ支
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店長から突然、参加企業の経営者の奥様と後継者Ｙ氏がどうしても会
ってお願いしたいことがあるとの連絡を受けました。
そこで夕食をともにしながら話を聞いてみると、「明日のセミナー

に参加する当社の社長が、近々Ｋ社から大型機械を購入する予定なの
ですが、先生から『今の財務内容ではとても大型機械は購入できない』
と説得してもらいたい」と頼み込んできたのです。突然の依頼である
ことに加え、Ｋ社主催のセミナーで同社の製品を購入しようという社
長に対して「やめなさい」というのは、セミナーの趣旨に反すること
でもあり、筆者は少々面食らいました。

◆業績を上げてきた社長の「自前主義」
夕食後、とりあえず相談を受けた会社のことを詳しく調べたところ、

この社長さんというのが、何であれ「借りずに自前で行う」という極
端な自前主義のようで、注文を受けた工事について、土地、建物、機
械はおろか、工事までも外注先を使わずにすべて自前で施工しようと
していました。その結果、受注した工事の売上に対する利益率は非常
に高水準ではあるものの、資金繰りが追い付かず、会社の資金繰りは
かなり苦しい状況に陥っていました。
とはいえ社長の自前主義のおかげで業績は非常によいため、社長自

身は今後も積極的に設備投資を行うことで受注増を図りたい方針で
す。しかし手元の資金難を大きなリスクと捉える奥様と後継者Ｙ氏
は、何とか社長の経営方針に歯止めをかけられないかと悩み、筆者の
もとへ依頼にきたのです。

◆取引先も同席した両者協議の場で…
その日の深夜、筆者はセミナーを主催するＫ社のＮ支店長に、受け

た相談の内容を明かしました。そして、「社長は相当ワンマンなよう
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なので、おそらく最終的には強引にでも機械を購入されると思います。
しかしその場合、奥様や後継者Ｙ氏の気持ちにしこりが残るでしょう。
極端なことを言うと、後継者Ｙ氏の代になった時に、御社との取引を
解消することも危惧されます」と伝えました。その上で、「経営診断を
したところ、大型機械を購入する財務能力は現状あるようです。機械
は購入する方向で、奥様や後継者Ｙ氏の気持ちも考慮しながら、後に
禍根を残さないよう話し合いましょう」と提案しました。翌日、社長
と奥様と後継者Ｙ氏の了解を得て、個別の経営診断の場にＮ支店長に
も同席してもらうことにしました。
そして経営診断の当日、筆者は社長と奥様、後継者Ｙ氏に対して、

それぞれ以下のように説明しました。

① 社長への説明
地場建設業は少ない経営資源のなかで会社を経営していかなけ
ればならず、何でも「自前主義」を貫くと、将来的に資金繰りな
どに深刻な負担が生じることを説明しました。
ただし、将来の収益力アップのために大型機械を購入したいと
いう社長の言い分は痛いほど理解できることを伝えました。

② 奥様と後継者Ｙ氏への説明
設備投資にかかる優遇税制を紹介し、大型機械を3,000万円で
購入しても1,200万円ほど税負担が軽減されることを説明しまし
た。つまり資金繰りとしては、正味1,800万円の支出に収まると
説明しました。

筆者がそこまで説明したところで、それまで話をじっと聞いていた
Ｎ支店長が口を開きました。「社長、御社で現在あまり稼働していな
い中古の機械をうちで下取りしましょう。もし下取りした機械を、今
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後仕事で使う必要があるときは私に申し出てください。当社の系列レ
ンタル会社から優先的に貸し出します」。
Ｎ支店長の提案を改めて細かく検討したところ、新しい大型機械を

購入する費用が中古機械の下取り価格と相殺され、会社の手元資金か
らのマイナスは大幅に減額されることが分かりました。設備投資をし
ながら、資金繰りへの影響を抑えることができたのです。
Ｎ支店長の提案には社長や奥様、後継者Ｙ氏の全員が納得し、特に

後継者Ｙ氏は深々と支店長に頭を下げて「こういう方法があったので
すね。相談をして本当によかったです」と感謝の念をあらわにしまし
た。筆者は本項目での話合いの中でＮ支店長が話した、次の言葉が今
でもとても印象深く残っています。
「社長、奥さん、Ｙさん。私どもＫ社は目先のことだけ考えている

わけではありません。社長ともＹさんとも長いお付き合いがしたいの
です。そのためには御社が儲かって、大きく成長していただくことが
一番なのです。これからも長い目でお互いに共存共栄していきましょ
う」。

実務上の留意点

１ 利害関係者の意見の不一致を解決すること
事業承継で重要なことは、経営者と後継者の周囲の利害関係者の意

見が対立せず、事業承継における理解と支持を得ることが必要不可欠
です。

２ さまざまな取引先のサポートが必要不可欠
事業承継は経営者と後継者の2人が行うものですが、Ｎ支店長のよ

うな周囲の関係者の支援がなければ、経営改善も円満承継も実が結ぶ
ことはないのだということを、改めて痛感する出来事でした。
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