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◆会長挨拶 小林 信雄会長

〝早春“という言葉が今の時期を表現する季語と

して用いられます。暦の上では春が立ち、まだ寒

さが肌に厳しいなかにも、その息吹が感じられ、

猫柳も芽吹く。なんだか冬の名残もある。２月は

春まだ浅く早春なのである。

今回は２月初旬に見学した山梨の

外食チェーン株式会社大戸屋（おお

とや）についてお話しします。

設 立 1983(昭和 58)年５月 20 日

ここで取り上げるのは、積極的な経営姿勢。

店舗は首都圏の 144 店を中心に中部、関西、九

州、四国に展開されている。これに提供する野菜

の栽培工場を山梨に建設している「大戸屋グリー

ンルーム」。設備は首都圏約 30店舗分の植物工場

で、主として「水菜」の水耕栽培を 24 時間ｺﾝﾄﾛｰ

ﾙ殺菌フィルターで空気清浄を行っている。今後は

ロメインレタス、ルッコラ、からし水菜の３種を

サラダ食材として首都圏ｴﾘｱ約 50 店舗を賄う。現

在の工場隣接地に第２植物工場を、バ

ンコック郊外にも植物工場を建設する

予定である。経営理念〝人々の心と体

の健康を促進し、フードサービス業を

通じ、人類の生成発展に貢献する。そ

の実現は・安全・安心～完全無農薬、・髙栄養価～

栄養が多く苦味をコントロールする、・髙い生産性

～通常の水耕栽培の 40 倍、・安定生産～完全制御

型、以上 大戸屋の経営理念に対してイタリヤの

スローフーズ協会の経営理念を対比する。

チッタスロー活動を展開し、良い食材を提供す

る。・美味しい～味が良い・きれい～人と環境にや

さしい・正しい～働く人が安心して生活できる。

国家や地域には歴史と文明、文化、伝統がある。

これらを中心に考え、効率追求だけを掲げない。
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第 2496 回例会 3 月 1 日 12 時 30 分点鐘：例会場

今週の合唱〈君が代、奉仕の理想、四つのテスト、バースデーソング〉

① 開会宣言と点鐘 ②お食事（みつはし） ③会長挨拶 ④幹事報告

⑤ 誕生・結婚祝い ⑥委員会報告 ⑦卓話 平間 陸生会員

⑧ニコニコ BOX 発表と出席報告 ⑨閉会宣言と点鐘

前回の記録（2 月 22 日）

設立 1983(昭和 58)年 5 月 20 日

資本金 7 億 2400 万円

売上高 168 億 7200 万円

経常利益 3 億 4900 万円

従業員 938 名

グループ店舗 267 国内 224 海外 43
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◆幹事報告 市東 弥寿雄幹事

・3月21日(祝・月)10:00～

17:00京葉銀子プラザ模擬

国連 青少年が地球温暖化

防止をテーマに、各国の国

連大使になって参加します。

・鴨川RC創立50周年記念祝典

開催のお知らせ

2011年3月13日(日) 12時 受付

会場 鴨川館(TEL04-7093-4111)費用 10,000円

◆卓話 秋葉 芳秀会員
「経営改善計画の作成で数字か

ら逃げてはいけない」 今年３月

末に迫った中小企業金融円滑化法の

期限を一年延長することが決まりま

した。金融機関に引き続き返済条件

の変更要請に応じる義務を課したわ

けです。金融庁によると、昨年 9 月末で申込は

1,133,494 件(31 兆 2,500 億円)、実行件数は

995,861 件(27 兆 9,300 億円)です。また、地元

の房総信用組合では、昨年 12 月末時点の相談受

付件数は 767 件、うち実行件数は 718 件、金額

にして約 103 億円、相談受付に対する実行率は

93％を超えています。

問題は条件変更(リスクジューリング)を実

施した先から経営改善計画を提出してもらわ

なければならないことです。金融円滑化法では、

企業が実行可能な経営改善計画を最長一年以内

に提出できる見込みがあれば、金融機関は条件

変更しても不良債権にしなくて良いことになっ

ています。

経営改善計画が一年たっても提出されないと、

金融機関はその融資先の債務者区分を破綻懸念

先に下げ 50％近い引当金を積まなければなり

ません。そうなると大手金融機関なら即融資カ

ットの対象になるでしょうし、中小零細企業の

最後のよりどころと言われる信用組合でも原則

的に新規融資には応諾できないことになりま

す。

条件変更を行った取引先で、経営改善計画を

提出しているところは 4 割くらい。大切なの

は経営者に自発的に経営改善に取り組む強い

意識があるかだと思います。

チェックポイントは、まず形式的に作成し

た他人任せのものでないこと、十分に自社の

業況把握ができているか。現状分析、強みや問

題点、事業環境などがどんな状況にあるかを確

認します。その上で計画案が具体的に実現可能

なものになっているかをチェックします。

経営改善計画を作成した後のモニタリング

(継続的な監視)が非常に重要になっ

てきます。

金融機関は、不良債権になると、

その債権の区分に応じ高率の貸倒引

当金を積まなくてはなりません。そ

の結果、損失が拡大するとともに、

自己資本比率が減少することとなります。また、

不良債権の金額や件数・割合を公表しなければ

なりません。

銀行の引当率(例)

破綻先、実質破綻先は債権の無担保部分に対

し 100％、破綻懸念先は 70％、要管理先 15％、

要注意先と正常先は債権額の 0.3％～0,5％。

☆第６分区功労賞をいただきました

・・・高橋 邦夫会員

◆出席率

会 員
出席者 出席率

２５名 １９名 ７６％

２月 22 日
コインＢＯＸ
１，７００円

欠席連絡は、前日までに事務局宛に、電話、ＦＡＸ. Ｅメールにて、お願い致します。
(緊急の場合は当日１０時までに) メーキャップ先への事前連絡もお忘れなく
電話 0475-52-1101 ＦＡＸ 0475-55-5766 Ｅ－ｍａiｌ：info@togane-rc.jp
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