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創業 60 周年を迎えて―― 

普通の社員の大きな力に支えられて歩んだ 10 年 

  
 岡畑 精記 

 

今年、１月26日当社は創業60周年を迎えました。 

 

10年前に編集した当社の50年史は、終戦直後の創業以来、戦後日

本の復興成長とともに育ってきた化学品問屋業の歩みを、生き生き

と記録しています。当時は、折から日本経済の転換点にあたり、多

くの日本企業は国内ではバブル崩壊とデフレに直面し、海外では国

際競争にさらされていました。 当社も例外ではありませんでした。

50年史の締めくくりでは将来を楽観的に報告していますし、翌年の

事業報告書では、50年の過去に決別して第二の創業を目指すと述べ

ています。二代目社長の気負った意志表明のように読めますが、当

時は創業以来初めて経験する長い事業停滞に苦しんでおり、その悩

みは大きく深刻でした。進むべき目標も定まらず、海図もまたシナ

リオもありませんでした。悩んだ末に決断し、国内支店、繊維・樹

脂部門の独立分社、海外会社の増強、取扱い商品の変更など、様々

な変革を実行してきました。無我夢中の10年でした。 

 

５月20日、当社の全グループ社員総勢139人が北京に集まり、創

業60周年の祝賀会を催しました。日本からは岡畑興産社員と個会社

社員が68名、海外からは台湾、韓国、香港、中国の４ヵ国から合計 

71名、中でも中国からは45名が参加しました。55周年を石垣島でお

祝いした時の海外からの参加者は、台湾と韓国の18名でした。この

祝賀会参加社員の顔ぶれの変化が、５年間の当社の事業の大きな進

化をはっきりと示しています。祝賀会は日本語と中国語で行われま

した。初めて会う各国の社員が互いに席を訪れ、膝を交えて歓談す

る人の輪は、祝賀会の後も寄せては返す波のように尽きず、それは

意義深く、また愉快な祝賀会でした。おそらくは参加者全員が10

年後を想い、70周年を次の世代がどうお祝いをするのか、大きな期

待を胸に抱くと同時に各自の役割を胸に刻み込んだと思います。 

 

思い返せば我が社が今日あるのは、この10年の試練を乗り越えて

きた社員の努力と精進の賜です。感慨深いものがあります。50年史

を創業からの成長の歴史とすれば、この10年は当社社員の変革との

戦いの歴史と言い換えることができます。コンサルタントとして当

社を長年見守ってくださった中嶋哲夫顧問は当社の変化を評して、

「普通の人たちがすぐれた仕事を成し遂げている」と語っています。

そうした奮闘を振り返り、社員が自ら語る10年の歴史をまとめてみ

ることにしました。 
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私なりにこの10年を振り返ってみました。戦後、数多くの企業が

創業をしていますが、今も活躍している企業はそれほど多くはあり

ません。当社は誠実に事業に邁進し、よき管理を実行することで生

き残ってきました。問屋では個人の才覚や裁量が非常に重宝され、

売上至上主義が幅をきかせて、規模の拡大が問題を解決すると思い

込んでいた時期がありました。しかし日本の市場は着実に縮小し、

規模の拡大は不可能になりました。医薬販売業や食品流通業では吸

収合併が起こり、全国規模の大手数社と地方の小規模販売会社に集

約されました。規模を求め管理コストを切りつめるか、地域で生き

残るかしか、選択肢はなかったのでしょう。幸い化学品は分野が多

岐にわたっていて、的を射れば成長の可能性が残されています。現

在まで化学品問屋の大きな統合や集約化は起こっていませんが、過

去を踏襲しているだけでは、その価値は時間と共に確実に衰えます。 
 

停滞に苦しんでいる時に自問をしていました。成熟した国内市場

で問屋は生き残れるのか？ 専門化、国際化が成長の鍵を握るが、

この二つの難しい課題を克服して脱皮をできるか？ 生き残りた

い、そしてどうしても自立したい、と考えていました。そのために

は、伝統から脱皮し規模を忘れなければなりませんでした。しかも

長年当社に貢献してきた社員の職場は確保せねばなりません。そし

て、分社を決心しました。金沢、名古屋両支店と染料、樹脂製品販

売の４社を独立分社しました。新会社は幹部と岡畑興産が株主とな

り、社員は岡畑興産から離籍して新会社に移り、コスト競争力をつ

け地域密着サービスに専念しました。社員にとっても苦しい決断だ

ったことを個会社の幹部は座談会で率直に語っています。分社は創

業以来の誠実な社風があってこそ可能でした。岡畑興産本社は国際

取引に活路を求めました。中国に的を絞り、台湾、中国、香港、韓

国に海外会社４社を増強しました。これらの個会社や海外会社が今、

元気で当社のグループに大きな貢献をしてくれています。 

 

その後も大きな決心を迫られることがありました。いずれの場合

も選択肢は多くはありませんでしたが、それでも迷う時がありまし

た。その時は、どうすればお得意先のお役に立てるのか、と問いか

けて、結論を出してきました。2002年当社の中核事業だった人工皮

革販売部門を思い切って本社から切り離し、当社の香港会社に販売

を委譲しました。岡畑興産は大きな取引を失うことになりましたが、

顧客サービスを考えれば当然の結論でした。 

 

現在当社は、化学品とフットウエアという二つの全く異質な事業

に進化しています。フットウエア事業は元々は化学材料人工皮革販

売からスタートしたのですが、今では靴製品の受託を中心とした全

く新しい事業に進化しました。誠実に加えて進化の精神も当社の

DNAとして育ちつつあります。 

 

今、私たちはまた大きな節目を迎えています。生産により深く関

わるという新しい挑戦が始まったばかりだからです。フットウエア

事業がすでに中国広州地区で行っている企画生産管理はほぼ生産

に準じる仕事です。また化学品は６月に中国江蘇省張家港市に中間

物合成工場を完成します。1980年代に国内問屋から貿易問屋に第一

回目の転身をしました。今回の転身は前回と異なり、異質への挑戦

です。問屋が製造業を経営する、このような融合の成功例は多くは

ありません。この10年間の変革を乗り切ってきた当社の社員にはた

ぐいまれな変化への対応力があり、成功の体験があります。当社の

社員の力はこの転身を成功に導いてくれると確信しています。そし

て、10年後の創業70周年には次の世代がその成果を報告してくれる

ことを楽しみにしています。
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変化の嵐の中で生き残るために―― 

化学品とフットウエア――二つのコア・ビジネスで国際化の道へ 
 

 

 

当社は創業以来一貫して化学品を仕事の中心としてきたが、取扱商品は大きく変化している。問屋は時代の変化の

恩恵を受けるが、荒波も真っ先にかぶる宿命にある。長年問屋を保護育成してきた代理店制度も風化してきた。90

年代はそのような変化の風が大きく吹いた時代であり、当社にとっても化学品事業の将来を見つめ直す時期でもあ

った。 

社長岡畑精記は 1996 年の事業報告書の中で、「当社は今年創業 51 年を迎えました。敢えて 50 年の過去に別れを告

げ、本年を第二次創業元年として決意を新たにスタートします。……国内外に事業展開をはかっている大切なお得

意先の問題解決にお役に立つために、国内で地道な販売努力し同時にグローバルな視点からも問屋サービスを行い

ます」と述べている。そして進むべき道として、専門分野への深耕、地域密着、国際化の３つの目標を掲げ、地域

密着と同時にコスト競争力をつけるために、支店及び繊維染料・樹脂部門を分社し、本社は国際化を進めた。国内

にとどまり「代理店」に特化する選択肢もあった。しかし、敢えて難しい国際化の道を選択し、海外取引へシフト

する道を選んだ。 
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化学品事業―― 

商売の原点に戻り、「自力ビジネス」を目指す 
 
 
１．精密化学品グループ――中国ビジネスへの挑戦 

 
◇売上が急降下 

中国ビジネスに特化注力することを決め当社は、93 年に上海事務所を設

立し化学品の輸入開発を模索した。当時の中国は霧に包まれていて、化学

工業もまさに群盲象を評すの如く実態をつかむことはできなかった。当時

は上海に進出した同業者も少なく、当社上海事務所の「生きた情報」は日

本のお得意先から評価をいただいていた。しかし、90 年代半ばの中国の市

場開放政策によって多くの同業社が上海に進出し、上海事務所は単に情報

提供するだけではもはや役に立たなくなっていた。お得意先の国際化と寡

占化が進み、原料の国際調達が進んだことからビジネスチャンスは広がっ

たが、また競争も激化した。当時、染料中間物は大きな取引だったが、95

年を境に国際競争にさらされ日本の生産は大幅に減少し、染料中間物に依

存していた当グループは予想を超

える売上低下に直面した。 

入社以来 28 年間一貫して中間物

を担当している岸本武也は、「肝心

の染料中間物の売上が落ち込み、途

方にくれ、将来を考えるよりも今を

どう乗り切るかしか考えられなか

った。上海事務所も幹部が代わり、

日本、中国双方で問題を抱えていた。染料中間物に

代わる商品開発を急がなければならなかったが、そ

れよりもまず生き残りが課題だった」と当時を振り

返る。 

初代上海事務所所長の一瀬久は、「台湾駐在の経験

があり、中国でも言葉はあまり困らなかった。当初

は道も車も悪く交通の便は限られていて、移動は大

変だったが、生情報を得るために重要工場は全て足

を運んで調査をした。工場訪問で得た情報が宝だっ

た。当時は e-mail もなく、本社との通信はすべて手書きのファックス。

さらにファイルは個人が保管しており、上海事務所としてまとまった情報

はなかった。それでまず、ファイルの整理から始めた。また初めての中国

では人の管理も難しく、すべて試行錯誤の連続だった」と話す。 
 
◇苦しみの中からポスト染顔料を模索 

99 年には売上高が前年比 16 億円も減少し、グループ発足以来 悪の業

績低下に見舞われ、同年花岡茂役員が同グループを担当し、再建を始めた。

医薬中間物に的を絞り専門家を迎えて新規参入をはかったが、ハードルは

高く、成果に結びつくまでにはなお時間が必要であった。このように様々

な問題を抱えてはいたが、「ターゲットは中国ビジネス」というスタンスは
左から北井修平、高岡正浩、佐藤隆薫、 
岸本武也

 

一瀬久
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揺るぐことはなかった。 
 
◇新会社でビジネスチャンスをつかむ 

新しい世紀を迎え、ようやく撒いた種が芽生え

始めた。電子材料などでは開発当初から 適原料

確保を基本方針とする得意先も現れ、仕入れ先を

開発し育てるという新しい試みの始まりとなっ

た。中国でも時間軸の長い開発や重要原料のアウ

トソーシングができるという確かな手応えを感

じた。苦しいトンネルの中で遠くに微かな光をみ

るような思いであった。 
2001 年３月には上海事務所を再編し、社長に劉

允明を迎え、中国江蘇省張家港に辰祥国際貿易有

限公司（Chemtec International Trading ）を設立、中国国内販売という新し

いビジネスチャンスが訪れた。2002 年夏、萩田良一が中国に赴任した。萩

田は当時を振り返り、「半年間学校で中国語を学んだが、言葉はまるで判ら

なかった。その後、張家港市内からも離れた田舎で中国社員と共に下宿生

活を送ったのが、中国語の勉強や習慣などを体得するにはよかった。言葉

も不自由、共同トイレ、風呂のお湯も止まり、しょっちゅう停電する生活

は厳しかったが、今となっては貴重な経験だった」と語る。2005 年２月、

同社は上海に事務所を移し、新たな営業活動を開始した。 
 
◇新たな目標に向かって――「ものづくり」へ挑戦 

中国へ進出する同業者も増え、もはや事務所があるだけではお得意先か

ら「中国に強い岡畑」、「ソーシングサービスの岡畑」という評価を得るこ

とはできない。当社の特色をどう打ち出すか、どうすれば役に立てるかを

考え続け、出した答えは「ものづくり」への挑戦であった。 
2002 年８月、中国浙江省嘉興市に日・中・韓の合弁会社を設立、中間物

の生産に着手した。韓国パートナーが生産を、当社は販売を担当したが、

この事業を通じて「代理店」から「自力ビジネス」への一歩を踏み出した。 
中国原料を使い中国の設備を利用すれば、受託事業は将来性が大きいと

考えて、2004 年にまず張家港の事務所に自前の研究室を開設し、少人数で

受託実験を始めた。2006 年６月には当社 100％出資の合成製造工場辰科化

工有限公司（CCC）が完成する。自社で研究し中国の利点を活かして自社生

産する。化学品事業の大きな変革である。 

 
２．機能化学品グループ 

――国内・海外の狭間で新たなビジネスを創る 

機能化学品グループは花王株式会社と共に成長をしてきた。1950 年代、

同社の染色助剤を販売していた創業者が、地元の花王石鹸（現花王株式会

社）和歌山工場への原料納入を提案し、同社に洗剤原料の販売を始めた。

同社は半世紀を経て当社の化学品事業の中核となっている。 
 
◇ハウスホールド事業――韓国との協業 

ハウスホールド事業は花王と韓国愛敬グループをなしには語ることはで

きない。花王は多くの新商品を世に問い、成長を続けてきた。当グループ

は花王の原料取引に支えられ、その知見をもとに周辺企業との取引を拡大

してきた。 
韓国との取引は、1980 年代に現社長の長年の知友であった韓国愛敬グル

ープとの取引から始まった。当時韓国製品は価格は魅力があったが、品質

が悪く日本市場では受け入れられなかった。しかし愛敬グループの張英信

女史は日本市場に受け入れられれば自国のレベルアップにつながるとの強

い信念に基づいて、品質の改良を指示し短期間で改善させた。 
長期的に韓国と取り組むために当社に韓国ファンを増やそうと考え、

1989 年、張野嘉幸をソウルに派遣した。当初は旧友張吉祥氏が経営するＫ

萩田良一 
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Ｓ商事に間借りしていた。以来扇野誠造（現岡畑

コリア社長）、高岡正浩、松井均を派遣し、いずれ

も同氏にお世話になった。93 年から 95 年末まで韓

国に駐在した高岡正浩は「韓国駐在員は皆張社長

一家に助けてもらった。張社長は韓国の習慣から

お金の管理まで事細かに指導してくれた」と当時

の思い出を語る。99 年には Chemical Solution 

Agency（C.S.A）として独立、さらに 2001 年岡畑

コリア株式会社へと発展した。 
韓国愛敬グループを中心として当社の韓国取引は拡大し、同グループの

洗剤原料を花王に販売、さらに同グループに花王の油脂アルコールを大量

に納入するなど、当社と花王、愛敬の相互取引が拡大した。岡畑コリアは

花王の化学品事業部門の実質的な総代理店として韓国での販売を任されて

いるが、愛敬グループとの友好関係が基盤になっている。 
 
◇代理店の見直しを糧にして 

ハウスホールド事業は市場競争が激しく、国際寡占企業ですら価格主導

権争いに巻き込まれている。そのため、どの企業でも低成長の中で常に厳

しいコストダウンを求めていて、仕入商流の見直しも厳しく行われた。 
2000 年、長年の関係と営業部

門の自負にもかかわらず、重要な

仕入先から、いとも簡単に三行半

を突きつけられ、大きな取引を失

った。花岡は当時を振り返って

「自分の人生の中で 悪の出来

事だった。これからは絶対に必要

とされる問屋でなければ生き残

れない、これがこの苦い試練から

学んだ教訓だった」と語る。 
花王は代理店とのパートナーシップを目指し商流の再編成を実行した。

そのために当社が手放した得意先も数多くあるが、一方で当社の得意な分

野で太いパートナーシップの関係が進みつつある。北井修平は「確かに手

放さねばならない取引もあった。しかし問屋に存在価値がなければ必然的

に淘汰される。同社の代理店制度の見直しをきっかけにして得意な分野で

勝負するという決心がついたし、自力ビジネスを目指す考え方がグループ

全員に浸透したと思う。岡畑コリアが花王化学品の販売を一手に引き受け

ることになったのも、その流れの中で成功した例の一つだろう」と語る。 
 
◇花王の韓国総代理店へ 

扇野は当時を振り返って「当時、岡畑コリアに

はそれほど力がなかった。花王の渡辺本部長が岡

畑コリアを強力に後押しをしてくれた。強みは韓

国の大手 LG、愛敬と太いパイプがあることだが、

LG との取引をバックアップしてくれたのが、当時

花王の香料事業部長だった島谷美成さん（現ハウ

スホールドグループリーダー）だった。それがき

っかけで尹鍾九さん（当時 LG 部長）が岡畑コリ

アに入社することになった」と語る。岡畑は「当

時の実力ではとても総代理店は無理だとお断り

した時に、やるからには総代理店にならなければ意味がない。できる、と

後押ししてくれた。渡辺さんの強力なバックアップは嬉しかった」と振り

返る。島谷は「岡畑に韓国を任せると渡辺さんが発表した時は正直言って

全員が唖然とした。いろいろな関係先との調整が必要だったが、長期的に

はいい決心だと考えた」と当時の花王営業部門の苦労を語った。 
尹は「LG の日本支社勤務時代はやりがいがあった。日本滞在６年を経て

韓国本社に戻ったが、仕事を任されることはなかった。また韓国の世代交
左から尹鍾九、扇野誠造 

島谷美成

 花岡茂 
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代は早く、自分の将来を考えていた時にちょうど岡畑から誘いがあった。

得意分野だし、自分のキャリアも活かし、岡畑でも力が出せると確信して

決心した」と岡畑コリアへの入社の経緯を語る。 
 
◇ニッチ商品群を事業の第二の核に 

機能化学品の第二の核を育てるべく商品の展開を模索していた 91 年、英

国ソー・ケミカル社と総代理店契約を結び、防腐・防かび剤の販売を始め、

外壁材分野では日本市場のトップの供給者となった。95 年に入社した坂出

裕は「奮闘の 10 年間だった。薬品会社の MR から転職した当時は化学品の

知見もなく、仕事の仕方もすべてはじめてだった。当時はよく一人で勝手

に突っ走ると言われたが、ソー・ケミカルの製品販売に MR として培った営

業のノウハウを応用しながら化学品問屋ビジネスの営業のイロハを学んだ。

粘り強く提案営業を続け、初めてサンプルを依頼された時は嬉しかった」

と当時を振り返る。 
米国のフッ素コーティング材、競走馬飼料添加材、水処理薬剤原料など、

商品も広がり、これらがすべてニッチ分野で評価を得ている。2002 年から

水処理プロジェクトに取り組んでいる佐藤隆薫は、「 初は水処理市場は小

さそうだし、果たしてどのような仕事になるのか皆目見当がつかなかった。

専門家を顧問に迎えて改めて水から勉強を始め、今では専門家と言っても

らえる。自主営業の考え方を活かす商品も育ってきた」と胸をはって話す。 

◇新たな「自力ビジネス」を目指して 
貿易取引は増加しているが、純国内取引の比重は大きく、フットウエア

グループに比べると、化学品事業は今でも「代理店」体制に守られている。

しかし国内問屋の役割は年とともに変化し、代理店淘汰も起こるだろう。

当グループにとって 10 年後にも評価される基盤づくりを作り上げること

が、現在の大きな課題となっている。 

激変の 10 年間は様々な問題に直面したが、いつも簡明な価値基準に戻っ

て考えた。他社との競争の少ない、勝てる分野

を探す。ニッチに特化し目立たず徹底する。ま

たパートナーシップ先に献身的な情報サービ

スを行い、圧倒的な信頼を得る。当社ではこの

精神を Platinum Service と名づけている。 
分野と商品を絞り商売の原点に戻り、自力ビ

ジネスを創る。自らが判断し、自分で責任をと

れる営業――その取り組みが徐々にではある

が実り始めている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 坂出裕 

◇岡畑の魂――地場に密着した営業 
岡畑精記の言葉通り、国内では個会社が地元密着を掲げてサービスを

展開し業績を上げている。それは海外でも同様である。1992 年に台湾に

赴任していた一瀬は「とにかく日本人のいない地域に住んだ。会社から

まっすぐアパートに帰ることもなかったし、休日は努めて台湾人のたま

り場に足を運んだ」と台湾での生活を語る。 

10年の時が過ぎても萩田が同じようなスタンスで中国を体感する。「張

家港での中国人との共同生活はもとより上海で暮らし始めても、安全で

生活環境のよい外国人専用地域のようなところには住む気持は毛頭なか

った。ある日本のメーカーさんが新任の担当者とともに訪問された時、

ネクタイもつけていない格好を見て「これこそ中国の会社だ」と話され

た。例え冗談だとしても嬉しかった。外資系の企業ではあるが、どっぷ

りと地場につかり働くという「岡畑の魂」だと思う」と続けた。それは

フットウエアビジネス、化学品ビジネス、あるいは日本、中国、台湾、

韓国、香港。どんな仕事でもどんな場所でも脈々と受け継がれている「岡

畑の魂」である。 
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東京スタッフ 
↑大阪スタッフ→

CHEMTEC スタッフ 

岡畑コリアスタッフ 
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フットウエアビジネス―― 

進化するフットウエアビジネス――10 年の道程とその将来 

 
 

◇ナイキ社との出会い 
当社のフットウエア事業は、花王のウレタン樹脂の開発がきっかけと

なっている。当初用途はマラソン練習シューズなどのごく限られたもの

だった。1975 年にテニスラケットのトップブランド「ヘッド」を販売し

ていた大沢商会にウレタンソールのテニスシューズの企画を提案し、商

品化されたことから大きな展開が始まった。 
高度経済成長期を迎えて人々の生活は豊かになり、趣味や健康のため

のスポーツに関心を持ち始めるようになると、スポーツシューズもアス

リートのためのシューズからジョギング、クロストレーニング、アウト

ドアなどをその市場は広がっていった。機能を求めるシューズには機能

化学材料が使われるはずだと考え、靴底には反応性ウレタンと TPU を、

アッパーには帝人コードレに注力してブランドメーカーに足を運び、精

力的にプレゼンテーションを行った。その中の１社がナイキ社で、同社

との取り組みは当社のスポーツシューズ材料事業の命運を決めた。80 年

代初め、スポーツ業界ではアディダスが君臨していた。ナイキは革新的

なスポーツブランドとして注目をされてはいたが、まだ大きな影響力は

持っていなかった。 
 
◇帝人コードレをスポーツシューズに展開 
ナイキは、戦略として機能化学材料を積極的に取り入れた 初の企業

だった。同社は人工皮革を戦略商品と定め、天然皮革では不可能だった

機能を靴に付加して商品開発を行った。そして

帝人コードレのスエードタイプをジョギングシ

ューズに採用した。 
バスケットボールの超スタープレイヤーNBA

シカゴ・ブルズのマイケル・ジョーダンとプロ

モーション契約し、85 年に「エアジョーダンⅠ」

を発売した。その、第 4 世代モデルに、コード

レのヌバックタイプが採用され、「バスケットシ

ューズは天然皮革」という概念をうち破って空

前のヒットとなった。87 年にはランニングシューズ・エアーマックスが

発売された。特に 95 年に発売された「エアマックス 95」は爆発的に売れ

「エアマックス狩り」という社会現象まで出たほどであった。 

帝人コードレとナイキは当社の機能材グループにとって欠かせないパ

ートナーとなった。同グループ 96 年度売上 89 億円うちの 77 億円が材料

部門の売上で、その中心はナイキ。同社との取引は前年比 160％と大きく

伸張し、まさに飛ぶ鳥を落とす勢いであった。 

 

◇ゼロを覚悟して 1 つの仕事をどうするか考えた 

88 年に設立した台湾・台北事務所は当初化学品が主だったが、本社が

スポーツシューズ材料販売を強化するにつれて、スポーツシューズ材料

が中心商品となった。94 年台湾靴産業のメッカといわれる台中市に事務

堀崎芳夫
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所を移転し、顧客サービス体制を整えた。90 年代半ばになると台湾製靴

企業はより競争力を求めて中国、インドネシア、タイなどに生産拠点の

移動を始めた。 

東南アジア一円をカバーするために 97 年１月、独立法人台湾岡畑股份

有限公司を設立、堀崎芳夫が初代社長となった。当時岡畑グループは「岡

畑興産本体と独立したグループ企業の緩やかな連帯。個会社は本社に頼

らない独自の仕入れ」を経営方針として定めており、堀崎はその方針を

実践、初年度から黒字を計上し順調なスタートを切った。 

それとは対照的に96年度エアマックスで隆盛を誇った機能材グループ

は、ナイキの戦略変更により人工皮革が天然皮革に転換されコードレの

使用が激減、97 年度の売上は大きく落ち込んだ。 

翌年サッカーワールドカップなどの大きなイベントが開催されたにも

関わらず、スポーツシューズの販売は世界的にふるわず、ナイキでも大

幅な生産調整が行われた。当社のスポーツシューズ材料にも回復の兆し

はみえなかった。社長の陣頭指揮の下、山口宏毅（現 OKHK 社長）、米本

弘（現 OKHK）は販売の回復に奔走した。同時に８月には韓国釜山に会社

を設立、台湾と韓国の二極でナイキの商品開発に参加し、東南アジアで

スポーツシューズの化学材料を総合的に販売できる体制を作った。 

当時、業務の合理化が大きな課題だったが、Lotus Notes System の導

入を機に海外からの受発注および納期管理システム「KITTO」を開発、顧

客満足、業務時間の短縮、適正な納期という３つの問題解決に尽力した。 

ナイキとの取引の激減は、当社のスポーツシューズ材料事業に決定的

な変化をもたらした。「ナイキが人工皮革から天然皮革に戦略転換したこ

とは、非常に厳しかったが、それをきっかけとして新たな仕事の仕方を

考えるチャンスとなった。全てのリスクを仕入れ先に任せるのではなく、

当社も責任の一端を担う。今の商品が明日にはゼロになることも覚悟し

て常に次の一手を考えて仕事をするという精神が徹底的に培われた。帝

人との相互理解と協力をテコにナイキと徹底したパートナーシップ作り

を行った」と山口は振り返る。 

 

◇輸入代行業から開発アシスタントへ 

帝人コードレの販売不振によってスポーツシ

ューズ材料事業が赤字に転落していた時期に、

その危機を救ったのは、98 年後期から注力して

いたスポーツシューズの取り扱いであった。特

に台湾岡畑との協業で始めたゴルフシューズの

販売がソフトスパイクシューズへの履き替え需

要の波に乗って、前年比 200％と大幅に伸張した。

これによって 99年度のスポーツシューズ関連事

業部門は、かろうじて黒字に転換することがで

きた。長年スポーツシューズビジネスに携わっ

ている小川茂は、「靴製品はずぶの素人だったが、嫌がらずに何でもやっ

た。顧客の要求にはすべて応えた。伝統的な企業が多い中で、新参の岡

畑がシューズ受託を任せてもらえたのは、情熱と必死さが顧客に通じ、

当社のきめ細かい顧客サービスが評価されたのだろう」と話す。しかし

その一方で、堀崎は「ゴルフシューズは確かに利益の柱となっている。

しかし、ユーザーは問屋に機能があるからアウトソーシングを任せる。

我々は果たしてその機能を充たしているのだろうか。利益に見合うだけ

の機能があるかもう一度見直そう」と問題を提起した。その根底には 97

年のつらい体験があった。 

製品取引の次のステップ「輸入代行」から「提案のできる」営業への

取り組みが始まった。デサントがポスト・アディダス・ブランドとして

会社の命運をかけて取り組んでいた「ルコック」ブランドのソーシング

に参画、堀崎の言う「利益に見合った機能」、受託生産という目標に向か

って大きな一歩を踏み出した。 

 

 山口宏毅 
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◇フットウエア事業と化学品事業が２本の柱に 

2001 年グループの名称をフットウエアビジネスグループと変更し、製

品受託と材料販売に特化した。製品委託先は中国華南地区に絞り込み、

台湾岡畑がソーシング先の選定、開発、生産管理を担当し、岡畑興産は

顧客開発、品質管理を担当、両社が協力して多品種・小口受託システム

を作り上げた。 

受託生産の増加に伴って、浮かび上がってきた大きな問題は、品質ク

レイムであった。台湾岡畑東莞事務所副総経理の呉永賢は「靴は手作り、

ローテク産業だから品質保証といっても工場はよく理解してくれなかっ

たし、当時ははっきりとした規格や取り決めがあるわけでもなかった。

すべて目で見て、手で触って確認していた。各工場に「品質」という概

念を植え付けるのに腐心した」と話す。同様に日本で品質保証を受け持

っていた安尾昌芳は「小売店に渡った靴箱から小籠包の肉片やはさみが

出てきたり、左右サイズが違うなど、様々なクレイムが続出し、ともか

く問題の再発防止に奔走し、呉さんと朝晩打ち合わせをすることで一日

が過ぎた」と振り返る。 

一方存続の危機に立たされて

いた材料チームは、国内外の販売

体制を一本化し、商品の集約と業

務改善を徹底して行い、ようやく

2000 年に 97 年以来初めて黒字に

転換した。 

一方、台湾岡畑は台湾国内の小

売り販売に注目し、ルコックブラ

ンドの台湾総代理店権を獲得し、

独自の事業を発展させていった。 

 

 

◇「自力」をキーワードに 

2002 年、事業の特化はさらに進み、材料と受

託両分野で本社と海外各社の役割と責任を明ら

かにし、グループのキーワードを「自力ビジネ

ス」とした。自分のリスクで仕事を引き受ける、

自分で値段を決める、品質の保証をする、そし

て利益を上げる「自己責任のビジネス」という

高い目標に向かって歩み始めた。 

材料チームではナイキ社向けの開発が徐々に

実り始めていた。97 年以来減少していたコード

レの売上が 2002 年になってわずかではあるが

増加に転じた。そして何よりもサッカーワールドカップで材料グループ

が提供した素材が採用され、そのモデルは、ナイキ社内で「 優秀プロ

ジェクト」として、表彰され、当社も素材開発担当として、その一員と

認められたことは大きな喜びと自信につながった。 

 

◇協業で「物作り」集団へ 

2003 年材料チームは香港に移転し Okahata Hong Kong & Co. Ltd.とし

て独立、山口と米本が移籍した。同社はナイキを中心に開発営業を強化

し、他方で香港から中国華南地区の靴工場にプレゼンスを高め、業務改

善を行い、短納期供給する体制づくりに着手した。一方、岡畑興産フッ

トウエア事業は製品受託に特化した。クレイムフリーが次の大きな課題

となった。2002 年台湾岡畑の東莞事務所を拡充、靴生産工場との関係を

強化し 2004 年には生産現場で開発と生産管理を行う仕組みを作り上げ、

全品保証を可能とした。また「靴はアナログ商品」、企画の段階から得意

先の靴づくりに参加することが品質管理の鍵を握っているため、当社で

長年、製品の品質管理、納期管理などに携わってきた安尾を中心として

 呉 永賢 

 右から安尾昌芳、小川茂、松井均 
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「ソーシングチーム」をつくり、台湾岡畑東莞事務所とともに質の高い

靴づくりに挑戦している。 

取り扱いカテゴリーもスポーツに加えて新たにファッション・カジュ

アル、紳士、スノーボード、アスレチックなどに広がり、幅広いお得意

先とのきめ細かい対応がより必要となっている。 

 

◇進化するフットウエアビジネス 

堀崎は「スポーツ商社として生き残っていくには、企画開発、生産管

理技術を常に向上させてブランドメーカーの信頼を得ること、自らブラ

ンドホルダーとなって 終製品を販売していくことの２つの途がある」

と将来について語った。その一歩としてアイルランドのマリン用シュー

ズブランド DUBARYY 社の日本総販売代理権を得た。担当する松井均は「未

知の分野でリスクの高い仕事だが、「自力」ビジネスには通らなくてはな

らない道だ」と意気込みを語る。 

2003 年創業以来、山口が率いる Okahata Hong Kong はナイキとのパイ

プをさらに太くし、業績を伸ばしている。帝人コードレは環境にやさし

い「only one」素材開発に注力し、進化している。台湾岡畑は、フット

ウエアグループ受託事業に加えて新たに台湾国内靴製品卸と小売販売も

手がけ、製品から販売まで一貫した事業展開を試行している。 
このビジネスでは常に今の仕事がゼロになる可能性があることを肝に

銘じて、リスクを恐れず、次のステップを考えている。「自力」ビジネス

の 終目標「物作りを通じて利益を生み出す集団」を実現するには、以

前にも増して大きな壁が立ちはだかっている。97年の危機経験を常に肝

に銘じ、勇気をもって次のステップに挑戦する以外に生き残れる道はな

い。「進化するフットウエアビジネス」の哲学である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

台湾岡畑スタッフ 

岡畑香港釜山事務所スタッフ 

岡畑香港スタッフ

↑東京スタッフ 
←大阪スタッフ 
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GMS グループ―― 

黒子に徹してビジネスを支える 
 

 

多くの企業で何の疑問もなく総務や経理に携わる部門を「管理部門」と呼ぶが、「管理」という言葉を使うことに

よって、上下関係を意味することになり、時にはその部署で働く人々が他の部門を管理する企業の中で最も「偉い」

部署であると誤解することがある。社長岡畑精記は「岡畑は営業会社であるから、収入を作ってくれている営業が

一番大事である。営業が判断できるような資料を提供するのが管理部門の仕事」とその位置づけを語る。当社の総

務・経理・システム部門は、GMS（Group Management Support）と呼ばれるが、それは岡畑の GMS 部門に対する考

え方に則り、営業部門にとって最も働きやすい環境をつくり、営業をサポートすることによって会社の利益に貢献

するグループであるという意味が込められている。 

GREEN BOOK 総務編の第１ページには「当社は国内にとどまらず海外での事業がますます拡大し、海外拠点で勤務

する社員が増えると共に、海外雇用社員も増加しています。当社が国際的な企業として活動するためにも、GMS 部

門は国際水準にかなう機能を追求し、先進的な役割を果たすことをめざします」と謳っている。 

パソコンの発達によって営業・業務双方の仕事が劇的に変化する中で、日々の業務において総務・経理・システム

は自己の責任を認識し、黒子に徹してビジネスを支えている。 
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１．総務・経理 
 
◇総務――小さな本社を目指して 

総務は“general affairs department”と呼ばれるように、社員に関する全体

的な業務を担う部門である。総務は社員に関する制度をつくり、入社して

から退職の日まで社員の保険、年金、社宅に至るまで、様々な申請や手続

きを担当している。 
かつて社員は 100 名を越え、申請や手続きのペーパーが行き来をしてい

た総務の仕事も、パソコンの導入により大きく変化した。同時に分社化に

より社員数が半分となり、総務の仕組みや仕事の仕方を根本的に考え直す

時期がきていた。1998 年、総務はキーワードに SOLUTION を掲げて業務の

総点検が始まった。申請や手続きの簡素化、PC 化を進めると同時に GREEN 

BOOKⅢ（総務編）が作成され、必要な諸手続きが誰にでもわかるようにマ

ニュアル化された。「小さな本社」の第一歩である。 

システムを担当していた片山が 99 年４月から総務・経理も担当すること

になり、本格的に「小さな本社」を推進することになった。 

GREEN BOOK には「総務は 小の人員で運営を行います」と記されている。

一方で総務事務の考え方を変え、事務の簡素化や PC 化を進めながら、他方

で GAZETTE 編集、事業報告書、ホームページ、会社案内の作成などはアウ

トソーシングを行い、99 年４月から総務は一人体制になった。 

 
◇社員の協力が総務を支える 

総務の合理化、簡素化とともに求められたのは「社員の自己責任」であ

る。総務任せにすることなく「自分の事は自分で考える社員」を目指して、

総務は社員の総務事務を代行するという考えに変わった。社員の協力を得

て初めて一人総務が潤滑に進むようになった。 

社員の総務事務を一手に引き受けている斎藤千鶴は、この 10 年間の変化

を振り返って「総務の仕事そのものは大きな変化はないが、PC の導入によ

って仕事の仕方が変わった。各種の申請なども PC によってシステム化され、

情報はデータベース化されてペーパーレスが進んだ」と話す。「社員からの

問い合わせにはまず GREEN BOOK を読んでもらうように説得し、自分ですべ

き事を考えてもらうようにした」と続ける。そうして、自己責任のもてる

社員が育ち、総務の仕事は一人でこなすことができるようになった。 
 
◇経理――経営アドバイス部門に転身する 

経理 GREEN BOOK の冒頭には、「取引内容は変化し、1998 年には当社の取

引の中で貿易取引が５割を占める。代金決済方法も変化し、輸出は信用状

による決済、輸入は支払い期日の短い現金決済が主体となっている。近い

将来、輸出代金は円転換を行わず、外貨が国内での決済通貨となる」と書

かれている。実際に、98 年４月に施行された新外為法に伴い、99 年３月よ

り国内で外貨の決済取引が始まった。当社でも為替の社内レートの設定や

国内外貨取引に対応ができるよう、大がかりな経理システムの変更を行っ

た。GREEN BOOK 経理業務編が編纂され、経理業務のルールが統一され考え

方が整理された。同時に経理部門は単なる経理事務ではなく経営判断資料

を提供する重要な役割を担うことになった。 

業務の簡素化は進み、PC を駆使して、決算、売掛、買掛、在庫、利息管

理など、経営資料が適時に準備され、経営幹部のアドバイス部門としてそ

の役割がますます重要になってきている。GMS の理想の姿を実現するには

まだ時間が必要だろうが、その行方は見えてきた。 

 
◇業務処理から経営資料作成に 

10 年来経理に携わってきた柳達也は当時を振り返って「管理と GMS＝営

業のサポート、という二つの異なる考え方の間で揺れ動いていた」と語る。

当時は営業部が強く、「まず販売ありき」の考え方が主流だった。営業のト

ップが全権を握っていて、管理部門とはいえ、経理は事務をしていればよ

いという考え方があった。名称が GMS と変わっても「サポート」がどうい



 16 

うものか具体的なイメージがつかめなかったし、営業部に対して遠慮もあ

った。96 年から 99 年までは事務部門から GMS へと脱却するための混乱の

時期だった」と語る。 

99 年、売掛、買掛、在庫などで帳簿と実際の不一致がみつかり、４月か

ら GMS 担当取締役となった片山は経理部門の改革に取りかかった。経理部

門の組織を変更しそれにあわせて事務所のレイアウトを変え、責任の所在

を明確にした。一方で GMS の新しい考え方に合意を得るために、できるだ

け営業に出向いて経理と営業の役割と業務の分担について話し合った。そ

の結果、徐々にではあるが成果が見え出した。 

 
◇この 10 年で営業と GMS 経理の協力が進んだ 

柳は「かつて事務的業務が７割、判断業務が３割だったのが、今はその

時間配分が逆転している。コンピュータの寄与も大きいが、営業・業務の

連携プレイがうまく進んだことがよかった。それによって決算等の時間が

格段に短縮した」と話す。片山は「経営判断には絶対に必要だという強い

意志があったからできた。３日の余裕があればそのような仕事の仕方をす

る。１日でやらねばならないと決めれば、準備をするし、仕事の仕方も変

える。当時は予算と決算のブレも大きく資金管理も苦労をしたが、今は販

売予測も格段に正確になっ

た。格好良すぎるかもしれな

いが、仕事がよく見えている

のではないか」とつけ加えた。 
営業は予測ができるよう

になり、業務は仕事の段取り

を工夫した結果、翌月第１日

目の夕方には決算が出るよ

うになった。 

柳は「ようやく GMS の考え

方が営業にも理解してもらえるようになった。資金繰りも事前に相談があ

るし、今では営業と GMS が息のあった両輪になっている。年度決算でも 11

月末にはだいたいの決算予測ができるようになった。営業が収入の読みが

できていれば、経理も読めるということだ」とさらに続けた。利益をもた

らす部門とそれをサポートする部門の協力体制ができた時代と言えよう。 

 
◇合理化への道続く   

この 10 年間システム担当の協力を得て合理化が進んだ。数々のデータベ

ースを基にコンピュータによる計数管理が進み、適切な経営資料が適時に

作成されるようになった。企業規模が小さいとはいえ、月次決算が毎月１

日の夕刻にはできあがり、素早い経営判断に役立っている。コンピュータ

の役割も大きいが、決算に付随する関連業務が合理化された効果もまた大

きい。2004 年８月コスト削減と合理化のために、支払手形の発行を廃止し、

期日現金に置き換える方針を出し、翌年 12 月の決算書には支払手形の科目

が消えた。 

柳は「合理化は永遠に続けるもの。何故と毎日問いかけることで改善の

糸口見つけ、みんなで知恵を出して、実行に移したい」と結んだ。 

 
◇新しい時代の GMS は 

2000 年には個会社管理ルールができた。厳しいルールではなく、個会社

の自立と自主を尊び、多くは各社の判断にゆだね、本社とはゆるやかに連

携をすることで互いに切磋琢磨しつつ成長をしてきた。2005 年には国内個

会社と海外関連会社をあわせると９社となった。 

近年本社は生産および生産企画管理に深く関与するようになり、経営環

境は一変した。海外関連会社と一体となって情報と判断を共有し、行動を

一体化してなければ、生産に伴うリスク管理を行うことができないし、営

業活動の質も向上できない。海外会社の経営管理方針を改め、海外関連会

社の管理基準を改定した。また本社の GMS 管理リソースを海外にも広める

GMS スタッフ 
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ために海外会社の定期監査をはじめ、新人事考課制度導入などの検討もは

じめている。2006 年６月生産を開始する中国・辰科化工では未知の分野も

多く、海外会社運営に本社 GMS がどう関わり、役割を果たすか、新しい課

題に直面している。 

 

２．システム――いつでもどこでも問題解決 

 

◇LOTUS NOTES SYSYTEM 導入へ 

当社の仕事の仕組みで、この10年で も劇的な変化は何かと問うた時、

「PCの導入」を挙げない人はいないであろう。本社ビル４階でその変化を

常に先取りし、かつ安全なシステムを構築してきたのは、片山洋一GMS担当

役員をリーダーとした辻正泰、有馬匡澄、小松達彦の４人である。 

 1995 年に当社はロータス社の NOTES システムを採用したが、それ以前の

システムにつては、「50 年史」に書かれている通りである。 

94 年 4 月に９年ぶりにシステム担当の責任者となった片山は、早速、シ

ステム業界の現状情報を確認すべく数社の旧知を訪ねた。結論としての情

報はこれからはオフコン系ではなく、パソコンが主流となること。現にソ

フトハウスはＰＣでソフトを開発しており、各社の現場はすでにパソコン

があちこち置かれ活用されていた。この現状では当社はＰＣに対する取組

は２年遅れであると認識した。 

社長岡畑精記は、就任当時から敬

愛していた佐野恒一氏（1993 年７月

逝去）に「将来、必ずパソコンの時

代がくる」とたびたび聞かされてい

たこともあり、はやくからパソコン

を活用した業務のあり方に関心を

持っていた。片山から現状報告を聞

いた社長は、即座にパソコン導入を

前提とした業務改革の指令を出した。 
社内では合理化委員会の小部会で売掛金入金システム、輸出システムな

ど業務のサブシステムの開発をオフコン系ではなくＰＣと決め、ＰＣ環境

の整備を急いだ。 
95 年 3 月、岡畑は日本化薬を訪問した際、同社が採用している LOTUS 

NOTES SYSYTEM を知り、片山、辻を伴って大阪支店に見学に行った。当社

は 87 年より情報の共有化のために電子ファイルを導入していたが、文書検

索に難があり全文検索ソフトを探していた時期で、メールはむろん文書デ

ータベースが簡単にできて、しかも全文検索が容易であることなどから、

同システムが情報の共有化に使えると確信した。 

片山は「導入にあたっては、電子ファイルに置き換わりかつ全文検索が

できることと、社内メールができることを前提にしてシステムの選定にあ

たった。多数の会社からシステム提案があったが、ワークフローでの決済

システムなどで満足のいくものがなく、 終的に当社のニーズと合致した

のが「LOTUS NOTES SYSYTEM だった」と振り返る。 

一方、小松は 1993 年 WINDOWS が発売されると同時に自費でパソコンを購

入し、システムや機能、当時あまり知る人のいなかったインターネットな

どについて独自に勉強を始めていた。ＰＣ導入への準備を始めると同時に

小松が社員への普及の核となると考えた片山は、小松にパソコン１台を持

たせて友人でありソフトの開発を行っているシンプル社の杉浦氏のもとへ

３ヵ月の研修に送り込んだ。 

97 年に業務受発注の PC 化にあたって、LOTUS NOTES SYSYTEM で行うと主

張する片山と、「計算に弱い」NOTES では経理・業務の改革は無理だという

辻、有馬、小松の間で連日激論が闘わされた。 

 

◇ネットワークが完成、「連楽くん」と命名 
導入の準備を始めてから１年後の 95 年７月にＰＣサーバーを設置、ISDN

回線を使用した LAN を敷き、LOTUS NOTES SYSYTEM によるネットワークを左から小松達彦、有馬匡澄
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完成させ、パソコンによる業務改革と情報の共有への挑戦が始まった。ネ

ットワークは、パソコンで楽しく情報を交換し、連絡をしようという気持

を込めて「連楽くん」と命名された。 

小松は「とにかく使って欲しい、まず触れて欲しいと思った。幸い以前

から NIFTY によるメールやワープロの経験があったため、マウスへの困惑

は多少あったもののキーボードに対する抵抗感は全くなく、全社員がすん

なりとパソコンへ入っていった」と語る。当時パソコンは１台 40 万円以上

する高価なもので、ほとんどの企業が１台のパソコンを数人の社員が共有

するという状況であったが、ネットワーク活用には社員１人にパソコン１

台が不可欠と考えて全社員にパソコンを提供した。パソコンの環境設備な

どを含めて総額６千万円の投資を行った。同時に PC CLUB を設立し、個人

で購入する社員には奨励金として 10 万円を支援したり、パソコン活用委員

会やパソコン寺子屋などを開催し勉強会・講習会などを続け、社員への普

及に努めた。 

96 年に始まった支店の個会社化と本社の国際化にあわせて各支店、個会

社、海外拠点は専用回線で結ばれ、国内・海外の情報ネットワークが完成、

念願であった迅速なコミュニケーションと専門性の高い情報の共有が始ま

った。同時に「いつでも、どこでも連楽くん」を合い言葉に、出張者に対

してはモバイル PC を導入した。「当時、ホテルでは「モバイル PC」といっ

ても、知っている人

が少ない。 なかな

かつながらず社員

からクレイムが来

るたびにあちこち

のホテルに出かけ

ていってテストを

させてもらう日々

が続いた」と辻は当

時の苦労を語る。その努力の積み重ねにより 97 年には早くも e-mail の全

社展開が始まり、ほぼ現在のネットワーク体制の基礎が完成した。 
 
◇NOTES によるシステム構築への努力 

社員への普及と同時にデータベースについても普及委員会等で検討が始

まった。まず興味を持ってもらいたいということから、ホテルや接待に使

える飲食店などを紹介した「Yellow Page」を構築、その後社員を巻き込ん

で報告書 DB や Group 会議室、さらには化学品輸入デリバリーDB など、徐々

にその contents を充実させていった。 大の課題であった経理・業務の合

理化も受発注システムの開発を手始めに、営業へのアンケートやテスト・

改善を繰り返しながら徐々に成果を上げていった。現在では売掛金・買掛

金システム、輸出入システムなども稼働中である。また、帝人株式会社と

の NOTES を利用した受発注・納期管理システム KITTO（98 年 11 月）や花王

株式会社との受発注システムなど、得意先と協同でシステムを構築し相互

の業務の合理化が飛躍的に図られていった。 

オフコンのプロである有馬にとって 99 年は忘れられない年であった。PC

導入時からオフコンの廃棄が 終目標とされていたが、それが目前となっ

ていた。加えて 2000 年問題がにわかに注目され、その対応に追われた年で

あった。有馬は「2000 年問題はこの 10 年で も印象深かった。１年ほど

調査を行い、ホストコンピュータの入れ替えやプログラムの修正など 2000

年に向けて準備をしていった。通常なら１日で終わるホストコンピュータ

の入れ替えもこの年は半年かけて行い、その日を迎えた。何も起こらなく

て当然と思いつつも、万が一という思いが脳裏をかすめた。何事もなくそ

の日が過ぎてホッとした」と当時を振り返る。そして 1999 年 12 月、オフ

コンを全廃しＰＣによる営業システムの完全入れ替えが完成した。 
 

◇連楽くんから OCK-net に進化 

 同年５年間親しんできた名称「連楽くん」を OKX（Okahata Knowledge 
左から辻正泰、片山洋一 
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Exchange）、翌年には OKB（Okahata Knowledge Bank）と変えた。単なる

連絡や情報交換のツールではなく、情報を蓄積しビジネスに役立てよう

という新たな目標を定めての変更であった。その推進役として各グルー

プから任命された若手社員による KＭ委員（Knowledge Manager）が組織

され、貿易問屋にふさわしい DB 構築とその普及・活用を目指した。2002

年には岡畑繊化、オカハタ東海にサーバーを設置し、当社のネットワー

クに入った。 

2003 年岡畑香港設立により当社の海外拠点は中国・韓国・台湾・香港と

なり、社員も海外関連会社の社員が 49 名と国内２支店の社員数を超える状

況となった。海外の新入社員でもすぐに理解できる仕組みにという観点か

ら OKB を再編成し、営業の菅澤浩二とともにプロジェクト進捗状況、報告

書、化学工場などの情報が一目で把握・共有できる OCK-net に発展させた。

菅澤は「2002 年半ばからデータベースの構築に携わったが、 初は DB が

何かもわからず、果たして自分にできるのかと不安だった。システムの小

松さんに正直に話したところ、『システムについては何も知らなくていい。

ただ営業にとって何が必要なのかを正確に伝えて欲しい。そうしたらこち

らから提案をする』と言われ、DB の構築に取りかかった。トライアンドエ

ラーを繰り返しながら約半年かけてようやく完成した。今考えても良くや

ったと思う」と振り返る。「DB の構築も 初はシステム担当に作り使って

もらう、いわゆる「GIVE」という状況であったが、OCK-net の構築を経て

年を経るごとに相互の意

見交換が活発に行われる

ようになり、現在は実際

に仕事に携わっている営

業からの提案をどのよう

に具現化するかというこ

とに大きく変化してい

る」と小松は話す。その

時期、その時代の営業・業務のニーズに対応すべく DB は統廃合や新設が行

われ、その数は現在 100 を超えている。さらに 2006 年中国での化学品受託

生産工場経営を始めるにあたって、国内はもとより海外会社とのより緊密

な情報の共有・業務の標準化に対応すべく、営業とシステム担当が協同で

DB 作成の努力を続けている。 
 

◇システムは「on demand business」 

 さまざまな営業に関するシステム開発の 大の目的は、業務の合理化も

さることながら営業部門に的確な資料をできるだけ早く提供することにあ

る。受発注システム開発により売上の計上や各種データの入力を各人のパ

ソコンから直接行えるようになり、各グループの月次決算状況が翌月第一

営業日に把握できるなど、予算・決算の状況把握のスピードアップが図ら

れた。営業にとっては自分の欲しい営業データがいち早く提供され、閲覧

できることによって次のアクションを早く起こせることになり、生きた経

営情報が営業の 良の武器となる。システムにとっては顧客である営業が

満足のいく DB・システムの構築が営業をサポートする業務の本質となる。

請われればどこにでも出かけて行って問題を解決する「James Bond」と言

われる所以である。その know-how は確実に継承されている。片山は「80

人の企業に３人のシステム担当が必要であったかどうかについては、異論

があるかもしれない。確かに外注に出せば早くシステムの構築ができるか

も知れない。しかしそのコストは莫大であろうし、 も重要な know-how

の蓄積もできなかったであろう」と語る。 

2010 年に果たしてシステムがどのように変化しているかは誰も予測が

つかないが、ただ一つ言えることは、営業が変化するにしたがって業務も

システムも変化するということだ。「顧客は使い手、その顧客の変化に応じ

て仕事をする「on demand」がシステムのプラチナサービス」と、今も

前線で当社のシステムを支える有馬と小松は声を合わせた。 

システムスタッフ



 20 

国内個会社―― 

21 世紀にも生き残れる化学品専門問屋の追求 

 

 

社史『OKAHATA 50 年の歴史』には、「輸入増加と価格破壊が進む中で、地域で逞しく活躍する優れた企業も多い。

当社にも伝統的な市場分野の専門家や、地域に根ざした深い人脈を持った社員が多く働いている。当社社員の経験

を活かし、専門化、地域化、国際化という３つの要素を満たす方策のひとつが個会社分社であった」と分社化にい

たる状況が書かれている。岡畑精記は 1981 年先代から社長を引き継ぐと、翌年には課別独立採算制度を取り入れ

た。当時既に支店別収益管理は行われていたが、本社費用、実験室などの間接費用、また金利蔵敷という販売に不

可欠な経費の配布の仕方も不十分で、正確な支店採算はできていなかった。岡畑精記は販売会社では利益ユニット

となる課の収益管理が不可欠と考え、社長就任後直ちに完全な課別決算制度の導入を決心している。 
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◇支店と本社の存在価値を考える日々 

岡畑は「自分の岡畑興産での経験が分社を決心させた。岡畑興産では東

京支店長を経験した後、大阪に移り全社の営業を担当することになった。

先代の社長に同行してお得意先に挨拶に行った折、注文をもらうのために

お得意先の事務所でたむろしている営業マンの姿を見て、正直これはえら

いところに来たなと思った。染料販売は当時もまだ売上利益の大半を占め

ていたが、部門決算では赤字だった。それでも、営業部門は理解をしめさ

ず、営業のやり方は変わらなかった。二代目として得意先を訪問し、支店

を回り、試験室を強化し、自分なりに改善をしようとした。しかしなかな

かその成果が出せなかった」と当時を振り返る。 

1995 年は、当社にとって変革の年であった。 

当時、金沢支店、名古屋支店、繊維化学部門は全てが赤字経営であった。

時折役員が訪問するが、本社は支店にはあまり貢献はしていない。にもか

かわらず、各支店は本社費、コンピュータ費用などの費用負担をしている。

本社から役員が来れば、その応対のための時間が取られる。本社は支店に

とって本当に役に立っているのか？ 支店にとって本社は必要なのか、と

岡畑は疑問に思っていた。同時に「21 世紀にも生き残れる化学品専門問屋」

は専門分野への深耕、顧客密着、国際化の３つが必要だが、この目標を実

現するにはどんな組織が望ましいのかを考え続けていた。 

 

◇自己責任経営の実現 

そしてこれらの課題を解決するために、支店の分社独立を決断した。す

なわち支店を地域密着企業として分社独立させ、本社は貿易問屋として国

際取引を強化することだった。個会社の競争相手は地域の二次店が多い。

いずれも地域に密着した小企業で、会社の運営コストも安い。そのような

会社と競争して勝つには、まずコストを下げる必要があった。岡畑は「勝

算があったわけでもないが、少なくとも分社会社の経営コストは下がるの

でコスト競争力はつく。本社は支店からの収入がなくなり一時的には本社

は負担が増え大変だったが、それ以外に社員の職場を確保する方法はなか

った。しかも社員は離籍し各個会社の社員とならなければ、絶対に成功は

しないと確信していた。幹部社員も個会社の株主となって、自分の会社と

して経営を行うことになった。幸いに社員の理解を得て、分社はスムーズ

に実行された」と話す。 

95 年１月にまず、金沢支店がオカハタ株式会社として独立した。翌 96

年１月に繊色化学部門は岡畑繊化株式会社として、２月に合成樹脂および

包装部門は岡畑ケミカル株式会社として、さらに、８月には名古屋支店が

オカハタ東海株式会社として独立した。  

   

１．岡畑繊化株式会社――若い人が活躍できる企業に  

 

◇片道切符と覚悟して 

岡畑興産の創業事業であった繊維染料販売部

門から独立した岡畑繊化には、染料営業の経験の

ない杉本が社長として就任し、染料営業のベテラ

ン６名が移籍し総勢８名でスタートした。 

95 年 12 月、岡畑本社で年末の大掃除をすませ

ると、その足で岸和田市の事務所にむかった。年

の瀬をひかえて、急いで決めた事務所にあわただ

しく引っ越しをすませ、翌１月１日に岸和田の駅

前にある菅原神社に社員全員でお参りして、今年

は絶対に利益を上げて年末には稼いだ利益をわけあおうと誓い合った。 

現社長の奥本道宏は「少なくとも自分にとって分社は好機だと思った。

分社の話が出た時、本社の役員に、私達は片道切符で行くのだ。赤字会社

でつぶれるのなら、それは我々の力不足であると覚悟していくのだから、

給料をカットするとか、利益を出せなどと言わないでくれ。そこに「片道

奥本道宏
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切符」の意味があるのではないか、ということだけ伝えた」と話す。 

独立した限り、今までのような考え方では成果は出せない。繊維産業は

既に成熟しており、売上を伸ばすことが難しいのならば、利益率を上げよ

うということで、まず半年ほどかけて全商品の値段と利益率をチェックし

た。すると、20 年以上も単価が変わっていない商品や赤字の商品がみつか

り、値段や利益率などを営業担当者の裁量に任せ、また、そのことに何の

疑問も持たず前任者から踏襲していたことなど、様々な問題がわかってき

て、その改善に取り組んだ。その結果、一年で利益率を２％改善すること

ができ、分社１年目から黒字計上し、周囲からは驚きの声が上がった。 

奥本は「繊維染料の営業は“蜘蛛の巣”のようなものだ。まず見えない

細い糸を張り巡らして巣をつくる。飛び込んできた仕事に対応する。蝶か

トンボか、それとももっと大きなものかかかるかも知れない。そのために

丈夫な蜘蛛の巣を作る。かつては国内がターゲットであったが、今は国際

ビジネスをやりたいという顧客もいる。多様化したビジネスに対応するた

めにもっと強い、質の高い糸を張らなくてはならない」と個会社の存在価

値を訴える。 

 

◇さらなるきめ細かいサービスを目指す 

事業も順調に拡大し、2002 年には新事務所に移転した。事務所には試験

室を完備し、自社倉庫からの即日配達を行うなど、きめ細かなサービスを

行って顧客からの信頼を得て

いる。繊維加工は今年になって

伝統ある大手企業が倒産する

など、市場の縮小に歯止めが掛

からず、経営環境は厳しい。し

かし分社独立後 10 年を経て、

同社が繊維染料にかける意欲

は業界では評価が高く、地域で

存在感のある会社となっている。 

「これからは得意先も若返ってくる。当社も現在は年輩の人が頑張って

くれているが、20 代、30 代の若い人が活躍できるような会社にしたい。そ

れが地域の活性化にもつながる」と奥本は将来の抱負を述べた。 

 

 

２．岡畑ケミカル株式会社――関西地区で新分野を開拓 

 

◇就任前から社長の厳しさを知る 

岡畑繊化の分社から１ヵ月後の 96 年２月に岡

畑ケミカルが誕生する。 

同社は本社の樹脂包材部門と和歌山地域の化学

品販売などを統合して発足したが、分社の成果は

長い間上がらなかった。そこで、抜本的な解決策

としてケミカルを本社樹脂部門と統合し、樹脂原

料から加工製品までを扱う樹脂専門販売会社とし

て再生を期した。2001 年４月、岡畑ケミカルは樹

脂に詳しい西野弘が社長となり、再出発をした。 

西野は「この会社が 後の働き場所だと心に決めた。当面赤字が予想さ

れ前途多難であると覚悟していたが、赴任前から資金繰りを相談された時

は予想もしないことで驚いた。今までは販売のことだけを考えていればよ

かったが、これからは資金繰りについても考えなくてはならない。社長業

の厳しさを思い知らされた」と語る。 

西野は 30 年以上営業の第一線を経験している大ベテランで、仕入れ先か

らの信頼には自信があった。本社の同意を得て、西野は社長就任後仕入れ

先との直接取引を試行したが、どの仕入れ先からも直取引をしてもらえな

いという厳しい現実と向かい合わなければならなかった。西野は「新しい

仕入れ先でも、なかなか直取引をやってくれなかった。 近黒字経営とな

西野 弘 
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り、やっと直取引が可能になってきた。これが商売だと思った。赤字では

仕入先を開拓も新商品の展開も難しく、会社はどんなことがあっても黒字

にしなくてはならないということを痛感した」とその苦しかった時期を振

り返る。就任以来、販売増強はもちろんのことだが、コスト削減や業務の

見直しなどの業務改善に腐心し、2003 年にはようやく黒字を計上するまで

になった。 

 

◇真のスタートラインを定めて 

西野は「 近は単年度で黒字になったが、累積赤字を一掃して初めて本

当のスタートラインに立てたと言える。その目標を２年先に置いている。

本社は和歌山市にあり、創業以来のお得意先も多いが、和歌山のウエイト

は 20％を切っており、将来は大阪と東京が中心になるだろう。次の世代を

教育して新たな岡畑ケミカルを継承していきたい」と将来の展望を語った。 

 

 

３．オカハタ東海株式会社――社会に役立つ仕事を 

 

◇取引先の変わらぬ支援に感謝 

96 年９月に名古屋支店を分社しオカハタ東海が

発足した。現社長の上北雄于は「金沢支店がすで

に前年に分社されていたため、オカハタ東海を設

立する計画を聞いた時、私はすでに心の準備はで

きていたが、社員は将来への不安や動揺が全くな

かったと言えば、嘘になる。岡畑社長は個会社の

ネーミングした理由を説明された。岡畑社長は子

供の「子」ではなく個人・個々の「個」を使った

「個会社」なのだ、と分社の考え方を熱心に説明

され、その熱意と誠意に納得し、社員全員で頑張っていこうと励まし合っ

た」と話す。 

分社当時、費用を下げるために事務所の移転も勧められたが、現在の事

務所にまさる場所はないし、引っ越しにお金がかかるため、あえて費用の

高い事務所で事業を続けることにした。累積赤字を減らすために、営業努

力はもちろん経費の見直し、賞与の削減など、あらゆる改善を行った。「当

時は、事業の集中管理をする企業が多い中、分社は流れに反すると異論を

となえる得意先もなかったわけではないが、分社への経緯を説明し、納得

をしていただいた。分社後もすべての得意先が取引を継続してくれたのは

ありがたかった」と上北は当時を振り返る。その努力が実り、2000 年には

累積赤字もなくなった。 

 

◇オカハタ㈱を吸収合併し、新たな出発 

2002 年１月１日、オカハタ株式会社（旧金沢支店）を吸収合併した。同

社とは取引分野も似ていて共通点が多い。名古屋と金沢という二つの地域

を担当することは当初の分社の考え方と異なるが、転機を経験した社員同

士が協力をすることによって新たな事業展開ができると考え、社員全員で

合併に対する不安をエネルギーに変える努力をした。既存商品の無機工業

薬品、繊維染色化学品取引が半減する中で環境ケミカル課を新設し、環境

をテーマに防腐、防かび剤の販売にも取り組んだ。同時に周辺の添加剤や、

リサイクル商品も手がけた。 

「新生オカハタ東海とな

って3年後の2004年に再度

黒字に転換した。提案営業

や岡畑グループの各社との

協業がようやく身を結んで

きた。社員にも「個会社」

の意味が浸透し、得意先に

役に立つ、やりがいのある

上北雄于
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職場を全員が目標にしている」と上北は岡畑グループのネットワークの強

さと、社員のチームワークに今後の同社の将来をかけている。 

 

 

４．紀泉ターミナル株式会社――小回りのきくサービスに徹する 

◇厳しい環境の中で徹底した地場へのサービス 

紀泉ターミナル株式会社は、分社の歴史が も古

い。1984 年、和歌山の染料販売の物流部門を分社

し独立した。当時は染料業界も隆盛を誇っていた

が、現在では往事の輝きを失っている。 

社長の大艸弘記は「地場産業の衰退の影響もあ

るが、流通の変化も大きい。化学材料も近年では

輸入品が主流となり、直接エンドユーザーに即納

入され、地場が取り扱う物量が少なくなっている。

和歌山地区の化学品物量は 10 年前の約 3分の１に

なっており、市内配送の車も減らさざるを得なかった。高速道路の発達も

物流の変化に拍車をかけた。高速道路を使うと大阪から和歌山まで２時間

ほどで到着するため、和歌山というストックポイントが不要になり、引き

上げていったのは痛かった」と問題点を指摘する。 

厳しい事業環境の中で大艸は、「当社にとって 大の売りは、小回り、か

ゆいところに手が届くサービスを提供できること。地場産業が活性化する

ことを期待したいが、それを待っていては経営はできない。小さな会社で

も、あそこに任せれば大丈夫だという絶対的な信頼と小回りのきくサービ

スを売り物に重宝される物流会社を目指したい」と決意を述べた。 
 
 
 

 
 

オカハタは 2002 年にオカハタ東海に吸収合併され、国内の個会社は４社と

なったが、2003 年にはその全社が黒字を計上した。 

冒頭に引用した『OKAHATA  50 年史』の 後には、「新会社は岡畑興産時

代のお得意先を継承して、さらに信頼を得てのびのびと活躍をしており、

近い将来にはいずれの会社も地域を代表する問屋に成長する期待が大きい。

当社では関連会社を個会社と呼んでいる。子供会社でもなければ、小さな

会社でもない。独立した事業体として各社が個性ある事業展開を、との期

待が込められている」とある。 

10 年が経ち、その希望と期待は現実のものとなった。ますます厳しくな

る国内市場の中で、それぞれの特徴を活かしのびのびと活動している個会

社が今後どのような目標を掲げ、発展を遂げるのか、さらに 10 年後の成果

を待ちたい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大艸弘記 
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岡畑興産㈱ 創業 60 周年 北京祝賀会
2006 年５月 20 日 

５月 20 日、創業 60 周年祝賀会が、中国・北京市ホテルニ

ューオータニ北京の「芙蓉の間」で開催され、岡畑グルー

プ９社、総勢 139 名が、今世界で もホットな街・北京に

集いました。 

北井修平の開会の辞、花岡取締役の乾杯の後、岡畑社長が

プロジェクターを使って、「岡畑の 60 年」を紹介。岡畑グ

ループの過去・現在・未来を語りました。関連会社各社の

紹介、ゲームなどで、会場は大いに盛り上がりました。

各国の社員が互いに席を訪れ交流を行う姿に、岡畑グルー

プの頼もしい未来を見ることができました。 

祝賀会の模様 万里の長城にて、Ｂ班 

万里の長城にて、Ａ班 

花岡役員の音頭で乾杯 

閉会挨拶の後に岡畑典裕氏が祝賀会スタッフを紹介 

岡畑社長挨拶 
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