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分社グループ会報

第49号
月 日からの米国
出張前にこの原稿を終わ
らせようと思い、 日
のスーパーチューズデイ
の前に、民主党に勝って
欲しい訳ではないがクリ
ントン勝利を前提に原稿
を書き留めていた。しか
し、低レベルな選挙戦を
経て予想外のどんでん返
しがあり、書き直す間も
なく出発の日を迎えてし
まった。
出張先では会う人会う
人にトランプ勝利の感想
を聞かれた。会った人の
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インテグラン㈱ 関山社長

中 心 だ 。 IoT
、ビッグデ
ー タ 、 AI
、シェアリン
グエコノミー、フィンテ
ックのどれをとっても、
世界の経済成長には莫大
なインパクトを与える。
特に私が関心を持ってい
るのがシェアリングエコ
ノミーだ。その本質は
「インフラの使い方を変
える」ことだ。膨大なデ
ータとシステムを使い、
今までになかったサービ
スが生み出されている。
ライドシェアのウーバー、
宿泊空間シェアのエア・
ビー・アンド・ビーなど
が注目されているが、日
本は様々な規制や関連業
界の抵抗により、世界に
比べ周回遅れの状態だ。
分社グループもこの変革
の本質を取り入れて、人
材をはじめものづくりの
ノウハウや設備に至るま
で、何をシェアするか、
どうしたらシェアできる
かへの準備をする必要が
あると思う。日本で、中
小企業がものづくりを続
けながら成長するにはこ
のシェアリングエコノミ
ーの考えを取り入れた意
識改革が大事だと考える。

平成 年 月
日 木( コ) ー ト ヤ ー
ド・マリオット銀
座東武ホテルにお
いて社長会が開催
されました。

中間決算書、資金
繰表、借入金残高
明細書、下期修正
計画など定時提出
書類について連絡
がありました。
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分 社 グ ルー プ
社 長 会 ・勉 強 会 開 催

篠﨑会長の挨拶
に続き、事務局よ
り 月度の月次業
績、グループ全体
の売上高並びに経
常利益の推移につ
いて報告がなされ
ました。また上期
終了を目前に控え

後半の勉強会は
㈱事業パートナー
代表取締役松本光
輝氏を講師にお迎
えし「政府・銀行
はこう動く！生き
残りたければ２０
１８年まではこう
動け」をテーマに、
中小企業支援から
整理へ転換しよう
としている政府の
方針や今後の銀行
の変遷、我々企業
がいかに自分を守
り、今の日本で生
き残っていくか …
等について事業再
生の事例を交えな
がらご講義頂きま
した。
最後に酒井代表
より挨拶があり社
長会は終了しまし
た。

－１－

《発行元》
分社理念研究所 事務局

〒141-0031
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FAX 03-5496-1881
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中には精神的におかしく
なりそうなので、本気で
医者に行こうかと考えた
という人までいた。
以前からアメリカが品
格のある国には見えなか
ったが、それでもシリコ
ンバレーの人達は技術革
新に対するエネルギーに
満ち溢れ、変革に突き進
んでいた。古いインフラ、
古いルール、古い考えを
変えたがっていた。しか
し、さすがに今回の選挙
結果は相当ショックだっ
たようだ。ただ、今頃は
気を取り直して、ますま
すライフスタイルを大き
く変えようとしているに
違いないし、この変化を
前向きに捉えようとして
いることだろう。
シリコンバレーではこ
の政治の憂鬱を除けば、
第 次産業革命が話の
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第三回 （１）

びていて決して減っては
いないんですけどね。
今、世界で一番プリン
ト基板を生産しているの
は台湾です。中国にある
台湾資本の工場も含めて
集計した場合ですけど。
商売として成り立つかは
わかりませんが、台湾か
ら回収することが出来な
いか検討しています。

具体的にいつ頃？
―

商品を買うのと違って
廃棄品とかいらないもの
を買うので環境省の認可
が必要になるんです。環
境基準や関連規制をクリ
アするためには一年くら
いかかると言われていま
す。焦る必要はないと思
っていますが、早めにス
タートしておいた方がい
いかなという気持ちはあ
ります。

御 社 の強 みはどのよう
―
な所だと思われますか

強みでもあり、弱みで
もあるんですけど「物を
作っていない」というこ
とでしょうか。今は基板
が主体の事業ですが、そ
れはそれとして維持しな
がら、それ以外のところ
もいかに伸ばしていける
かがセブンヒルズの命運
を握っていると考えてい
ます。ある意味自由に、
何を扱ってもいいと思っ
ているので。

社 長 の信 条 、座 右 の銘
―
などあれば
『有志有道』

志あるところに道があ
る、という意味です。会
社も、個人の生き方も、
志がないと道は拓けない
のかなぁと。

－２－

セブンヒルズ株式会社
千葉裕一さん

社員インタビュ
ー

松田社長に聞く

ご
量自体を世界全体で見た
―就任されて …
ら、まだまだ緩やかに伸
１年５ヶ月くらいです。

粉砕後、袋詰めに

これまではずっとプ
リント基板を売る方
だったんですが、今度
は全く逆の立場になりま
して（前職：大陽工業㈱
プリント回路カンパニー
副カンパニー長・品川営
業所営業統括）。だから
どうというわけではない
んですけど、いろんな工
場を見て、それぞれの特
徴や違いが少しずつわか
ってきたかなぁというと
回収用金網パレット

ころです。
御
―社の事業内容は
メインはリサイクル事
現在の事 業環境 を どの
―
業と呼んでいますが、プ
ように感じていますか
リント基板工場から廃棄
される基板や製造工程途
セブンヒルズは回収
中に出る不要部分、外枠 （買取）した廃棄基板を
などを回収して金属を取 細かく粉砕し、製錬会社
輸 入 ですか？ 現地 にも
―
り出し、換金するという に 売 却 し て 金 属 を 再 生
同様の会社があると思う
事業をやっております。 （換金）しています。
のですが …
それが売上全体の約７割。
次いで基板工場向けの補
勿論あります。ですが
修品の販売。こちらは㈱
日本の製錬所はとても厳
ウィーゴさんと近いとこ
しい環境基準をクリアし
ろもありますけど、弊社
ているので、そういう部
ではメッキ層に入れる
分では一つの強みになる
「銅ボール」と外形加工
と思うんです。廃材の処
用のドリルを販売してお
量産品が海外に行って 理にコストを掛けるのは
ります。また今期からは しまったので国内での生 割に合わないようにも思
フォレスト総合ケア㈱さ 産量が著しく減って回収 いますけど、グローバル
ん（現在は大陽工業㈱と 量も激減していますけど、 にやっている企業はそう
合併）がやっていた清掃 金属相場もリーマン直後 いう面にも非常に気を遣
事業を引き継いでやって と同じくらいまで下がっ うと思うので、可能性と
おります。
ているので結構厳しいで しては全くゼロではない
すね。ただ、基板の生産 と考えています。
粉砕処理の様子

今年の3月からセブンヒルズの一員になりました。
営業と回収を担当しております。少人数の会社な
ので、いろいろな業務をみんなで協力しながらや
っております。
休日は水泳をしたり、身体を動かしていることが多い
のですが、3年前に東京マラソンを完走してからは4時
間を目標にトレーニングを重ねています。

2016年（平成28年）12月 6日

第三回（２）

小さくなっていて、図面
の縮尺も 倍、 倍な
んていうこともあります
から、実際の寸法を見た
ら大きさが１㎜くらいし
かなかったりして、本当
に小さくて難しくなって
きました。
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になると、また仕事の幅
が広がるかなぁとは思っ
ています。

座右の銘などあれば
―

私は入社して30年くらいになります。現在は図面の展
開プログラムや金型の設計プログラムを担当していま
すが、試作品は昔に比べるとかなり微細で難しいもの
になってきました。当社も少しずつ高齢化してきてい
るので、今後はゆっくりとですが、後継者も育ててい
けたらと思っています。休日は子供達がバレーボール部
に入っているので、送迎をしたり、試合を見に行くことが多いです。

30

事業環境については
―

1

座右の銘なんていうと
ちょっと恥ずかしいんで
すけど『世界一の試作工
場になる』っていうこと
ですかね。抜け出た存在
ではありたいと思ってい
ます。

－３－

63

30

20

皆さん非常に厳しいと
思うんですけど、うちの
ような金属加工業もやっ
ぱり厳しいですよね。
量産が景気がいいって
言っててもうちには仕事
がないこともありますか
ら。世間一般に言ってる
「景気」とは必ずしもマ
ッチしない部分もありま
すけどね。特にうちの場
合は仕事がある時とない
時の差が激しいんでね。
今回３Ｄプリンターを導
入しましたけど、今ある
コネクターの試作にプラ
ス・アルファーした仕事
がもっと取れればと思っ
ています。
うちの得意技術はコン
マ ～ 位の金属の薄
板の精密加工（複雑な曲
げが出来ること）だと思
うんですけど、それに加
えてもうちょっと深い
「しぼり」が出来るよう

株式会社サテリット
横山俊一さん

社員インタビュ
ー

矢澤社長に聞く

の経理として移籍になり 良かったですけどね。小
ました。
物板金の精密なものより
も、より付加価値が高く
分
て他が参入しにくい分野
―社した後は …
だと思うんで。
最初はレーザー加工機
でも最初の頃は出来な
やワイヤー放電加工機を
いものも多くて、せっか
導入して試作品や小物板
く仕事を受けてきても外
金みたいな仕事を中心に
注に出さざるを得なかっ
始めたんです。その頃は
たりしましたけどね、工
まだ小さいって言っても
夫していろいろ試すうち
そこそこの大きさはあっ
に少しずつノウハウも確
たんで、どちらかという
立してきて、社内で作れ
と「板金」の仕事に近か
矢
る物が少しずつ増えてい
―澤社長のご経歴は
ったのかな。プロセス事
きました。
サテリットが昭和 年 業部から引き継いできた
の設立ですから、もう
「たばこを巻く機械の
設計からですか？
―
年くらいになりますよね。 『部品』」なんかもＪＴ
昭和 年に大陽工業に さんから任されてしばら
設計はやらないです。
入社して、当時、八王子 くはやっていました。
お客さんから送られてく
のプリント回路事業部で
る図面を元に作ります。
営業をしていました。
二次元の図面から三次
入社してしばらくたっ
元のモノを頭に描くとい
た頃にプロセス事業部と
うのはやっぱりセンスな
い う 新 し い 部 署 サ( テ リ
んでしょうね。うちにい
ットの前身 が出来たん
る山崎さんと展開をやっ
)
ですけど、 ～ 年も
ている横山君はほんとに
しないうちに分社する話
センスがありますよ。
が持ち上がってね。
分社して独立するとな
ると経理を担当する人が
必要になるということで、 何年かしてコネクター
当 時 矢 口 大( 田 区 矢 口 に) の部品をやり始めてから
あった本社に異動になっ は「より小さく、より精
て、そこで一年位かな、 密なものに」って徐々に
経理を経験して、分社と シフトしていった感じで、
同時に正式にサテリット かえってそこに出会えて
最近はモノがどんどん
59

工場内の様子

コネクターの部品

3Dプリンターの試作品等
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平成 年 月 日 水
も自然に高まりました。
(
)
五反田ＴＯＣにおいて総
＊
務・労務人材部会が開催
『営業は総合格闘技のよ
されました。
うなもの』と語られた福
今回は「競合他社より
島先生は、はじめに「シ
一歩先んじることができ
ェア」と「フィードバッ
る営業リーダー養成」を
ク」が学びの源泉であり、
テーマに、人材開発トレ
思考停止しないためにも
ーナーで㈱デイ・フォー
「唯一絶対解」や「正解
ス・インターナショナル
探し」をするのではなく、
代表取締役の福島章氏を
「最適解」「最善解」を
講師にお迎えし、一日に
探す努力をし続けること、
凝縮した内容で開催致し
自分の感じたことや気付
ました。
いたこと（情報）を積極
＊
的に共有（シェア）し、
開催に先立ち座長の酒
仲間の「気づき」もフィ
井社長（大陽工業㈱）は、 ードバックしてもらいや
「今日の研修で何か一つ
すい人になることの重要
でも自分のものに出来る
性を説かれました。
ように頑張って下さい」
参加者 名は つの班
と述べられ参加者の意識
に分かれ、営業リーダー
に求められるリーダーシ
ップ、思考と行動、顧客
目線の関係強化に必要な
こと、顧客対応力を強化
するために必要なことな
どをグループワークを通
じて理解を深めました。
経験獲得競争社会とい
われる現代において、顧
客との接点を拡げ、自ら
考えて行動できる人材を
育成し、チームを率いて
いくリーダーになるため
のヒントを得られた有意
義な勉強会となりました。

プリント基板技術交流会開催報告
■グループ会社でプリ
ント基板の生産をしてい
る㈱大昌電子と大陽工業
㈱との技術交流会が開催
されました。両社の実務
部隊が 月 日に大陽工
業㈱羽生工場、 月 日
に㈱大昌電子岩手工場を
訪問し活発な意見交換が
行われました。
7
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■大陽工業㈱羽生工場
での交流会には、両社以
外に、セブンヒルズ㈱、
丸忠デジタル㈱、㈱幸大
ハイテック、㈱ダイチュ

村上 秀俊

交流会企画担当
㈱大昌電子 常務取締役

井桁 勝美

大陽工業㈱ 常務取締役

ーテクノロジーズからの
の紹介、昼食を挟んで工
参加者も加わり総勢 名
場見学を行い参加者間で
で執り行われました。事
活発な意見交換がなされ
業所紹介に続き工場見学
ました。その後、昨年工
に多くの時間を使い、特
場を移転し県内にあるイ
に注力している「放熱基
ンテグラン㈱岩手工場に
板・銅インレイ基板」の
も立ち寄り同社の会社紹
独自設備や技術に関して、 介と工場見学も実施しま
今後の需要拡大が見込め
した。早足での各工場見
る市場の製品例・技術プ
学・交流会となりました
レゼンがなされました。
が、参加者は多くの気づ
きと明日に繋がるものを
残せた有意義な交流会と
なりました。

■厳しい市場環境の中
で得意とする技にさらに
磨きを懸け、ニッチな技
術を製品に具現化して、
多くのお客様に愛される
企業であり続けることが
求められますが、そのた
めには個々の企業で
の生き残りと共に、
グループ内企業間で
の得意技を紡いだ連
携が今後ますます重
要なものになると思
われます。

－４－
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■㈱大昌電子岩手工場
においては、インテグラ
ン㈱からの参加、篠﨑社
長の飛び入りもあり総勢
名になりました。全社
紹介と岩手工場が得意と
するフレックス・リジッ
ド基板・モジュール基板
を中心にした基板と最終
製品（ジャンル含め）等
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営業リーダー養成講座

～顧客との関係強化とリーダーシップ～

総務・労務人材部会開催
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