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弊社代表取締役社長・宮沢文彦の著書『100年企業戦略──「持たざる」から「持つ」
経営へ』（東洋経済新報社刊）が、6月中旬に発売されました。
長寿企業には、なぜ貸事務所業が多いのか──。東京にヒト、モノ、カネが集まり一極
集中が進むと、地方経済はさらに冷え込みます。都市圏と地方との格差が広がるなか
で、経営を安定させて長寿企業になるには、安定したキャッシュフローを確立すること
が必要です。そして優良不動産を持つことは、企業経営に高い安定性をもたらします。
「持たざる」から「持つ」への経営シフトチェンジ。そのために今すべきことは何かを
まとめた一冊です。

宮沢文彦【著】

●東洋経済新報社刊  ●四六版並製  1,500円（税別）

目次　

第1章 100年企業に学ぶ
「東京一極集中」時代の生き残り術

第2章 五輪後もますます栄える世界都市TOKYO

第3章
【対談】アジアNo1都市・東京の特異性と役割
　市川宏雄（明治大学名誉教授）
　宮沢文彦（株式会社ボルテックス代表取締役社長）

第4章 安定的収入源としての
不動産賃貸事業の魅力

第5章 不動産を活用した資産形成と
「区分所有オフィス」

終　章 100年企業をつくる

このたび『東京一極集中時代の100年企業戦略』の発刊にあたり、東京、名古屋、
大阪、福岡で出版記念セミナーを開催いたします。
著者である弊社代表・宮沢文彦が、100年企業に学ぶ「東京一極集中」時代の生き残
り術について提言。また、同書にも登場する都市政策の世界的識者、市川宏雄氏を
お招きし、同書では語り切れなかった内容も交えてお話しします。

開催時間
●いずれの会場も

14：00～16：05（13：30開場）

参 加 費 無料（事前登録制）

プログラム

14：00〜15：00
基調講演

世界都市東京の抜きんでた
特徴と存在意義
都市政策専門家、明治大学名誉教授 市川 宏雄氏 

15：00〜15：15 　　　　　　　　　＜休憩＞

15：15〜16：05
出版記念講演

100年企業戦略 
「持たざる」から「持つ」経営へ
株式会社ボルテックス 代表取締役社長  宮沢文彦

16：05〜16：30 ボルテックス講師と名刺交換・個別相談（希望者）

東洋経済新報社主催　出版記念セミナーのお知らせ

お申し込みはこちらへ

http://toyokeizai.net/sp/vortex2018/

東京一極集中時代の
『 』

6月中旬より
全国の書店・
Amazonにて発売中！

全経営者
必読の書



2 V-PLUS    July  2018

　東京・港区に本社を置くJCDソリューションは、業
務系システムやモバイルアプリケーションの企画・開発
から導入支援・運用保守までを一貫して提供する、情報
サービス企業です。2007年の創業以来、年を追うごと
に増収増益という堅調な成長を続けています。
　「当社がここまで成長できた要因のひとつに、『組織
力』があると思います。私よりも優秀な社員がたくさん
いるので、その能力を存分に発揮できる組織づくりこそ
が、私の任務だと思っているんです」と、同社の武社長
は穏やかな笑顔で語ります。
　中国の大学を卒業後、国費留学生として来日した武社
長。工学博士の学位取得後、日本の自動車業界に就職し、
世界最高水準の生産管理の仕事に携わっていました。エ
ンジニアとして充実した毎日を過ごしていたものの、
“巨大企業の歯車”から脱却したいと考えるようにな

「スタッフが活躍できる環境づくりが大切」
社員を信頼し、問題は組織の力で解決する

株式会社 JCDソリューション
代表取締役社長  武 偉様

直面した問題を適切に分析・検証し、解決策を考えて着実に実行していくことは、経営者のみならず、
あらゆるビジネスパーソンにとって欠かせない能力です。
経営環境の変化が激しく、先行きが見通しにくい時代となり、ますますその重要性が高まっています。
自動車業界のエンジニアから IT企業の経営者に転身し、さまざまな課題を乗り越えて会社の成長を実現してこられた
JCDソリューションの武偉社長に、問題解決力に対するお考えなどを語っていただきました。

り、1993年に独立。システム開発の会社を立ち上げます。

ポジションを与えることで、人は育っていく

　優良な顧客にも恵まれ、2004年には他社との事業統
合に踏み切るなど、拡大路線を目指していた武社長です
が、その後、思うところあって大きく方向転換すること
を決断。ソリューション事業部を分社化し、2007年に
新会社をスタートさせました。それが現在のJCDソ
リューションです。「そのまま事業を続けず、二度目の
創業にチャレンジしたのは、それまでの経営者としての
あり方に対する反省からでした」と武社長は言います。
　「独立して最初の頃はまだ若く、慢心があったのでしょ
う。開発だけでなく、営業や経理もすべて自分で行って
いました。この方法だと最初は何ごとも早く進むのです
が、人材が育たず、いずれ成長に限界が訪れます。そこ
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増額成功率の推移

5月の取り扱い金融機関（順不同）

□三菱UFJ銀行
□りそな銀行
□第四銀行
□北越銀行
□北陸銀行
□もみじ銀行

□西京銀行
□四国銀行
□徳島銀行
□肥後銀行
□西武信用金庫
□城北信用金庫

平均事務所入居期間
 　　　　      2001.9.1 ～ 2018.5.31

100坪以上 8.88年
50坪以上 6.92年
30坪以上 6.58年
全坪数平均 5.87年
※坪数は賃貸面積による
※住居は平均3.52年
※入居中のテナントに関しては、
　賃貸契約期間を以て入居期間とする

増額改定交渉（直近1年間の実績値）

 　　　　      2017.6.1 ～ 2018.5.31

契約更新総数 1,260件
増額交渉総数 731件
増額成功総数 571件
※上記総数には弊社保有物件を含みます。

増額成功率（期間平均値） 78.11%

平均増額率（期間平均値） 6.15%

最高増額率 38.46%
※期間中において減額は1テナントございました。

ファイナンス実績　2017年12月～2018年5月

件数 74件 平均 LTV
（借入金比率） 79.22%
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2018

増額交渉率

増額成功率

2

139
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60.43

91.67

2017

契約更新件数

増額交渉件数

増額成功件数

増額交渉率（％）

増額成功率（％）

過去4年間の平均空室率の推移　2014.6～2018.5 直近6か月間の平均空室率
 2017.12～2018.5

近
直

６

月
か

2017年 2018年
12月 1月 2月 3月 4月 5月

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.68 1.78

1.55 1.75

1.93

4.27 4.18
3.98

3.68 3.59

3.07 3.07

3.12

13.39 13.30 13.30 13.45 13.48

（出所）賃貸住宅空室率：株式会社タスの「賃貸住宅市場レポート」より、オフィス平均空室率：三鬼商事株式会社の「オフィスマーケットデータ」より

5月
2018年

11月5月
2017年

11月5月
2016年

11月5月
2015年

11月
2014年

6月

（%） （%）

3.34

0.870.87
1.44

1.47

0.610.61

1.27

2.35

1.89

3.443.44
3.353.35
3.033.03

3.723.72 3.523.52
3.383.38 3.333.333.123.12 3.063.062.802.80 2.652.65

賃貸住宅空室率・東京都全域

オフィス平均空室率

ボルテックス管理物件（面積ベース）
ボルテックス管理物件（室数ベース）

都心5区 大阪 名古屋 福岡
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で第2の創業では、『社員が互いに支
え合い、尊重し合い、競い合う組織

づくり』を最優先にしたんです」
　スタッフを信頼して任せ、
責任はすべて社長の自分が
とる。そうすれば『地位が
人をつくる』の言葉通り、

やがて部下が育ち、会
社を動かしてくれるよ

うになるのだと武社長は説明します。組織力を重視す
る考えは問題解決においても貫かれており、会社全体
に関わる課題が見つかれば、自分だけで判断せず、管
理職層の集まる定例会議で議論しているそうです。
　「私の直下には両腕となる幹部社員が２人いて、彼ら
を中心に解決策を導いていきます。他の部門も同様で
す。２人以上のリーダー的な人材を配置しています。
ポイントは、タイプの違う人を複数置くということ。
互いに支え合い、競い合うよう促しています」
　また、組織全体で問題を認識し、解決を導くために
は、経営の透明性が重要になります。同社では、財務
情報などあらゆる経営データを社員に開示しているほ
か、幹部社員が自分の部門の最新データをリアルタイ
ムで把握できるシステムを導入。これらが問題の早期
発見と、適切な解決策の発案を支えていると、武社長
は語ります。

都心に広いフロアのオフィスを持つメリット

　現在、JCDソリューションは弊社提供の「区分所有
オフィス」を本社としてご利用いただいています。
　「個人の住宅なら賃貸よりも購入した方がメリットが

大きいことは誰もが知っています。オフィスにも同じこ
とが言えますが、購入しない企業が多いのは、経営規模
の先行きが予想しにくいからでしょう。しかし、ある程
度見通しが立ったら、ぜひ購入すべきです。仮に広すぎ
ると感じても他社に賃貸すれば、収益物件として経営に
プラスに働くはずです」と武社長。同程度の予算で、フ
ロア面積の狭いペンシルビルを購入した経営者の知人も
いらっしゃるそうです。
　「ビル1棟と言うと聞こえはいいですが、そこは立地
条件がいまひとつ。それに、社員が複数フロアに分かれ
て働くのは効率が良くありません。都心の広いフロアの
ビルを部分的に所有できることは、大変ありがたいです」
　JCDソリューションの理念は、社員とその家族が物
心両面で幸せになること。それを実現させるためにも、
企業の成長は必須条件であるとし、10年後にグループ
売上高100億円の見通しを掲げます。

　「私自身も含め、この会社に完璧な人はいません。だ
からこそ互いに支え合うことが大切。組織力が全社に浸
透していけば、おのずと結果はついてくると思います」

株式会社 JCDソリューション 
代表取締役社長 武 偉様
工学博士。中国国費留学制度の第四期生として1985年に来日。
豊橋技術科学大学にて博士号を取得後、大手自動車メーカーで
生産ラインの設計に携わる。1993年に独立。2007年にJCDソ
リューションを設立した。好きな言葉は「プラス思考」。

https://www.jcdsol.co.jp
[所 在 地] 〒105-0012   

東京都港区芝大門1-16-3  芝大門116ビル8階
[事業内容] システム開発・導入・運用保守／システム基盤設計・

構築・運用

特集  問題解決力を高める

お客様ご紹介 ご保有物件のご紹介

芝大門116ビル
（港区 区分所有オフィス）

DATA
［専有面積］ 319.982㎡（96.79坪）
［ 最 寄 駅 ］ 大江戸線・浅草線「大門」駅 徒歩1分

JR山手線・京浜東北線、東京モノ
レール「浜松町」駅 徒歩5分

［構造・規模］鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根
地下1階付9階建

［ 総 戸 数 ］ 15戸
［ 築 年 月 ］ 1994年4月　新耐震基準適合
［敷地面積］ 517.39㎡（156.51坪）

JCDソリューション 業績推移単位：千円

売上
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350,910397,350
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経常利益

890,250
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Performance Data

管理実績／運用実績　2018年5月度

預り資産時価総額 242,823,188,805円
※お客様が取得された物

件のうち、弊社管理物
件の時価合計

総収入（年額） 9,310,775,568円

総稼働率 96.80%
※全管理物件の総受託期

間に占めるテナント入
居期間の割合

リーシング実績
（2017.6.1 ～ 2018.5.31）

総件数  168件

平均所要期間 1.87か月

管理実績／販売実績　2018年5月度

総貸室面積 171,803.02m2

空室面積 4,043.69m2

空室率（賃貸面積ベース） 2.35%

管理総数 1,432室

空室数 27室

空室率（室数ベース） 1.89%

お客様実績（委託資産上位30傑） 取引開始年月

1 位 個人 食料品製造業役員 6 件 6,575,300,000 円 2015年7月
2 位 法人 厨房機器製造業 12 件 4,339,743,334 円 2013年2月
3 位 法人 娯楽業 6 件 3,495,800,000 円 2016年9月
4 位 法人 食料品製造業 10 件 3,279,100,000 円＊ 2014年7月

5 位 法人 燃料小売業 6 件 3,071,800,000 円 2017年5月

6 位 法人 金属切削部品加工業 14 件 2,607,730,000 円＊ 2012年7月

7 位 法人 紙製品卸売業 6 件 2,503,390,000 円＊ 2014年6月

8 位 法人 電気機械器具製造業 3 件 2,493,494,100 円 2016年5月

9 位 法人 金属加工業 14 件 2,351,700,000 円＊ 2009年4月

10 位 法人 建築金物製造業 4 件 2,290,100,000 円＊ 2017年2月

11 位 個人 不動産賃貸業役員 6 件 2,144,090,000 円 2014年8月

12 位 法人 医薬品製造販売業 2 件 2,077,300,000 円＊ 2017年3月

13 位 法人 繊維衣類卸業 6 件 1,907,400,000 円 2016年10月

14 位 法人 娯楽業 16 件 1,890,690,000 円＊ 2010年12月

15 位 個人 元上場企業役員 9 件 1,823,400,000 円 2001年4月

16 位 法人 スポーツ用品買取・販売業 9 件 1,816,200,000 円 2013年12月

17 位 法人 建設業 4 件 1,813,750,000 円 2017年4月

18 位 法人 自動車部品製造業 6 件 1,726,300,000 円＊ 2012年10月

19 位 法人 塗料製造業 3 件 1,690,923,054 円 2012年1月

20 位 個人 外資系金融機関役員 10 件 1,654,260,000 円 2006年1月

21 位 法人 ソフト受託開発業 12 件 1,629,400,000 円 2004年3月

22 位 法人 ホテル業 9 件 1,596,500,000 円＊ 2013年12月

23 位 法人 一般製材業 4 件 1,523,500,000 円＊ 2016年10月

24 位 法人 スポーツ・娯楽用品・玩具卸売業 16 件 1,522,600,000 円 2009年1月

25 位 法人 娯楽機械同付属品卸売業 7 件 1,370,200,000 円＊ 2009年10月

26 位 個人 産業廃棄物処理業役員 3 件 1,369,800,000 円 2017年7月

27 位 個人 医療法人役員 2 件 1,352,000,000 円 2016年11月

28 位 法人 電気通信工事業 5 件 1,345,700,000 円 2016年3月

29 位 法人 種苗販売業 11 件 1,301,540,000 円＊ 2013年3月

30 位 法人 インターネット販売業 8 件 1,263,800,000 円 2012年3月

＊個人取得分を含む

法人のうち
実需販売

個人のうち
実需販売

20社法人のうち不動産業者

個人 312名 法人 434社29
名

27
社

販売顧客数
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タリーズコーヒージャパン創業者に聞く
逆境を強みに変えるアイデアと心得
シアトル発の「タリーズ」を日本に上陸させ、一大コーヒーチェーンに育て上げたのち、
参議院議員として政界に新風を巻き起こした松田公太氏。経営者と政治家という稀有な経歴を持つ同氏は、
その途上で遭遇した多様な難問に、どのように立ち向かってきたのでしょうか。
また、グローバルな視点で見たときの、日本の問題解決力の課題とは。
弊社取締役・マーケティング戦略本部長の天崎日出雄がお話を伺いました。

特集 問題解決力を高める

課題を前向きに捉える姿勢こそ 
成長の原動力

天崎　1997 年に創業されたタリーズコーヒーは、今で
こそ日本を代表する一大コーヒーチェーンですが、当初
は大変なご苦労をされたそうですね。
松田　たしかにスタートから問題が山積みでした。海外
生活が長かったこともあって、昔から「食を通して世界
の架け橋になる」という夢がありました。そんな私が米
シアトルでタリーズに出合って「スペシャルティコー
ヒー」に惚れ込み、オーナーと交渉して日本での第 1 号
店出店を任されたのが始まりです。自分なりに研究を重
ねたので、味には自信がありました。

とはいえ、飲食店経営経験のない素人でしたし、し
かも出店準備を進めているうちに、米国最大手のスター
バックスが先に日本上陸を果たしたのです。タリーズで
日本にスペシャルティコーヒーを広めようという私の思
惑は、最初から完全に外れてしまいました。
天崎　一番乗りかどうかは、大きな違いですよね。
松田　はい。スタバは当時すでに 1000 店舗を抱える、
業界の巨人でした。かたやタリーズは、米国でも無名の
数店舗しかないローカルチェーンで、お金もないしス
タッフの数も乏しい。真っ向からスタバと勝負しても、
勝てるはずがありません。しかし嘆いていても仕方がな
いので、知恵を絞り、自分たちの力を発揮できる舞台を
つくり出すことに懸命になりました。
　たとえば三井物産の本社ビル内に出店した 3 号店は、
日本初のカウンターだけのコーヒーショップです。座席
が不要なので、店舗面積も出店コストも最小限で済んだ
のですが、そのビルで働く方々が味を気に入り、リピー
ターとなってくれて大成功でした。これを足がかりにオ
フィスビルへの出店が増え、やがて大型総合病院のロ
ビーでの展開にもつながったのです。
天崎　どちらの形態の店舗も、今では珍しくありません

が、その先駆けだったということでしょうか。
松田　ええ。いずれもタリーズが日本で初めて手がけた
スタイルの店舗です。出店前は、「座席のない店に客が
来るはずがない」「病院にカフェ出店など常識外れだ」
などと言われていました。
天崎　ご著書『すべては一杯のコーヒーから』（新潮社）
で、「困難にぶつかった際には、何が悪かったのか、ど
うすれば解決するのか、徹底的に追究してきた」「失敗
をすべて成功に向けた試練と捉え、何ごとも前向きに受
け入れていくようにも努めた」と書かれていたのもうな
ずけます。業界の常識にとらわれず、困難に直面しても、

前参議院議員、タリーズコーヒージャパン創業者

松田公太氏
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■名称/ステーションプラザタワー●所在地/東京都荒川区西日暮里二丁目●構造/鉄筋コンクリート
造陸屋根地下2階付36階建●用途地域/商業地域●敷地面積/2,842.60㎡（859.88坪）●延床面積
/39,435.56㎡（11,929.25坪）●土地権利/所有権●総戸数/314戸（事務所18戸、店舗11戸、住居285
戸）●販売戸数/1戸●専有面積/237.73㎡（71.91坪）●築年月/2009年10月（平成21年） 新耐震基準適
合●施工/西松・三芳建設共同企業体●管理/[全部委託][巡回]三井不動産レジデンシャルサービス

（株）●全体管理費（月額）/53,770円●施設管理費（月額）/108,180円●全体修繕積立金（月額）/17,490
円●施設修繕積立金（月額）/28,740円●空調保守点検費（月額）/8,362円●現況/平成30年9月30日退
去予定 ※次のテナントが入居した場合は価格変更の可能性があります●引渡し/相談●取引態様/売主
※詳細情報はお手数ではございますが弊社担当営業までお問い合わせください。

※坪表示は1㎡＝0.3025坪で換算した表示です。 ※徒歩分数は1分＝80mとして換算したものです。
※掲載の情報は平成30年6月10日現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合があります。
また万一ご成約済みの際は、ご容赦ください。
※広告有効期限：平成30年7月10日

専有面積 販売価格（税込）

（71.91坪）

237.73m2 3億2,500万円

アクセス

＊JR各線／京成本線／日暮里・舎人ライナー

「日暮里」駅 徒歩2分
＊JR各線／千代田線／日暮里・舎人ライナー

「西日暮里」駅 徒歩7分

オフィスは「借りる」より「買う」時代へ。
日本の玄関口・成田へ好アクセス！
ビジネスパーソン注目のエリア

ステーションプラザタワー 502号室

※本物件は投資用としてのご購入も可能です。

経営者様のためのボルテックスセミナー  企業基盤を強化する経営戦略セミナー  定員（先着順）

10名

参加費
無料

まだ借りてるの？ 新時代のオフィス活用術！
～オフィスは「借りる」から「買う」時代  そのメリットと活用術～

急騰する賃料コストの圧縮がポイント！
企業のコスト削減とキャッシュフローの改善

7月11日（水）
●開催時間

17：00～18：30
（16：30開場） 7月25日（水）

●開催時間

17：00～18：30
（16：30開場）

登壇者  株式会社ボルテックス 実需部 実需課　前川 明久
会　場  株式会社ボルテックス 東京本社   〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム22F

●JR 中央・総武線「飯田橋」駅 西口より徒歩1 分 
●東京メトロ有楽町線・東西線・南北線、都営大江戸線「飯田橋」駅 B2a 出口より徒歩2分

お申し込み先  株式会社ボルテックス　  0120-530-700 受付時間 9:00〜18:00（平日）    kariruyorikau@vortex-net.com

最新のセミナー開催情報については
ボルテックス公式サイトにて
ご覧いただけます。
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■名称/VORT新宿御苑（仮称）●所在地/東京都新宿区新宿二丁目●構造/鉄骨鉄筋コンクリー
ト・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建●用途地域/商業地域●敷地面積/ 414.60㎡（125.41
坪）●延床面積/ 2,855.35㎡（863.74坪）●土地権利/所有権●総戸数/9戸（事務所8戸、店舗1
戸）●販売戸数/1戸●専有面積/ 241.05㎡（72.91坪）●築年月/1986年11月（昭和61年） 新耐震
基準適合●施工/（株）熊谷組●管理/[全部委託]（株）サンケイビルマネジメントから変更予定●
管理費（月額）/95,456円●修繕積立金（月額）/52,308円●設備/エレベーター1基●駐車場/2台
●引渡し/相談●取引態様/売主
※詳細情報はお手数ではございますが弊社担当営業までお問い合わせください。
※坪表示は1㎡＝0.3025坪で換算した表示です。※徒歩分数は1分＝80mとして換算したものです。
※掲載の情報は平成30年6月10日現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありま
す。また万一ご成約済みの際は、ご容赦ください。
※広告有効期限：平成30年7月10日

「都会」と「自然」の心地よさが共存する

新宿御苑エリア初の
VORTシリーズ

VORT新宿御苑 （仮称）2階

エントランス エレベーターホール

物件仕入ストーリー＆アピールポイント
本物件は新宿通り沿いに位置し、丸ノ内線「新宿御苑前」駅から徒歩3分、都営新宿線・丸ノ内線・副都
心線「新宿三丁目」駅から徒歩3分、JR各線「新宿」駅から徒歩8分とアクセスが良く、機動力のある
立地が魅力的なオフィスビルになります。新宿御苑前駅周辺はオフィスと住居が混在するエリアで、新
宿御苑の新宿門からも近く、日中は多くの人が往来しています。特にここ最近では、新宿から歩いてく
る外国人観光客の姿も目立ちます。
そして、建物は築年数が古いものの、約1億4千万円以上かけて大規模修繕およびバリューアップ工事を
行う方針となっております。これにより、物件の価値を高め、テナント様の満足度向上につなげられれ
ばと思います。「VORT新宿御苑」をぜひご検討くださいませ。

専有面積 販売価格（税込） アクセス

（72.91坪）

241.05m2 4億１,660万円

＊丸ノ内線 
「新宿御苑前」駅  徒歩3分
＊JR各線 
「新宿」駅　徒歩8分

＊新宿線／丸ノ内線／副都心線 
「新宿三丁目」駅　徒歩3分
＊丸ノ内線 
「新宿」駅　徒歩9分

＊丸ノ内線 

「新宿御苑前」駅 徒歩3分

ソリューション部 アクイジション課
寺尾 恵美
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それを成長の契機として前向きに取り組んでこられたの
ですね。
松田　逆境でもひるまず、冷静に観察・分析したうえで
チャレンジしてきたと思います。

日本は組織力に強みを持つが 
個の問題解決力も伸ばすべき

天崎　青少年期の大半を海外で過ごした松田さんから見
て、日本人の問題解決力をどう思われますか。
松田　よく言われる通り、日本人は和を尊び、伝統を重

天崎　日本人は和や伝統を大切にしすぎていて、個の力
が伸び悩んでいるという部分もありそうです。
松田　何ごとも表裏一体ですよね。伝統を重んじるのは
良いことですが、負の遺産まで継承してしまうのは問題
だと思うんです。先輩社員から引き継いだ悪しき慣習を
そのまま放置し、結果的に大きな不祥事につながるとい
うケースがしばしばあります。協調性と伝統を重視する
姿勢が、問題を解決するどころか、逆に問題を引き起こ
してしまう。
天崎　松田さんの常識や伝統にとらわれない発想力は、
海外での経験によるところが大きいでしょうか。
松田　たとえば米国と日本、どちらの価値観や文化も魅
力的だと思いますし、大好きです。一方が良いというこ
とではなく、両方の見方で物事を捉えようとしている面
はありますね。
天崎　それと「食を通して世界の架け橋になる」という
魅力的なビジョン。これも問題解決の原動力になってい
るように感じます。
松田　経営者って本当に大変だと思うんです（笑）。だ
からこそ、大げさなぐらいの夢やビジョンがなければつ
まらないし、努力する甲斐がない。経営者が明確にビジョ
ンを掲げ、それを本気で信じているからこそ、社員もつ
いてくるのだと思います。
　「世界の架け橋」になるなんて、誰も到達できない夢
かもしれない。その夢は高いところで、ぼんやりとでも
光り輝いていてくれればいいんです。そこに少しでも近
づくため、明確で具体的な目標を掲げて取り組んでいく
姿勢が重要だと考えています。
天崎　お話を伺っていて、弊社代表の宮沢と共通する点
があると感じました。特に、「常識を疑い物ごとの本質
を見極める」というところです。オフィスビルを賃貸で
はなく「所有」する、しかも 1 棟単位ではなく「フロア
単位」で売るという考え方。これは日本ではほとんど手
がつけられていなかったことでした。ビジョンを大事に
している点も似ていると思います。
松田　たしかに、戦っているフィールドはまったく違い
ますが、非常に近い考え方で未来を切り拓こうとしてい
る気がします。ぜひいろいろ教えていただきたいです。
天崎　光栄です。ご一緒に新しいビジネスにチャレンジ
できると面白いですね。

●松田 公太氏（まつだ こうた）　　　　　　　　　　　  　  Profile

前参議院議員、タリーズコーヒージャパン創業者
1997年にタリーズコーヒー日本1号店を創業。2009年Eggs’n Things
の世界展開権（米国除く）を取得、EGGS＇N THINGS INTERNATIONAL 
HOLDINGS PTE. LTDをシンガポールに設立。日本では＇10年に原宿1号店
をOPEN。「パンケーキブーム」の火付け役となった。同年参議院議員選挙当選。
任期満了後は、飲食事業の海外展開や自然エネルギーの事業など精力的に活動中。

 弊社取締役・マーケティング戦略本部長 

天崎日出雄
んじる傾向があります。メンバーの関係性を大切にしな
がら、組織的に問題に取り組む能力は大きな強みです。
しかし半面、同調圧力が強く、人より目立ったり自分だ
けが責任を負うのを避けようとしがちです。

サッカーで考えるとわかりやすいでしょう。日本選
手のチーム力は高いけれど、突出した決定力を持つスト
ライカーがなかなか生まれない。海外には、たとえ失敗
して批判を浴びようとも、臆せずにシュートを打とうと
する意欲的な選手がたくさんいます。ビジネスでも同様
に、組織の力を活かしつつ、個の問題解決力を伸ばして
いく工夫が重要ではないでしょうか。
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100年企業
の経営術

　これを実現させるためには、経営者が現場の事実を
できるだけ早く把握する必要があります。中小企業が
日常的に直面する問題は、納期遅れ、数量違い、営業
対応の悪さなど、取引先との関係性に起因するものが
ほとんどでしょう。社員はこうしたネガティブな情報
の報告は躊躇してしまう。これが非常にまずいのです。
　私の経験から言えば、クレームの８割は社員からの
報告がないことが原因です。経営者になった当初は、
私も彼らからの報告を待っていましたが、それではほ
とんど事実を把握できませんでした。
　そこで当社では、上が報告を待つのではなく、社長
や役員から一般社員に「何か問題は起こってない
か？」と、御用聞きのように常に尋ねるようにしまし
た。また、緊急の案件については、直属の上司だけで
なく、社長や部長にもメールの一斉送信などで報告す
ることを社員に義務づけています。さらに、「会社が
直面するすべての問題は社長に責任がある」「きちん
と報告すれば社員に責任はない」と経営方針に明記し
ています。
　そのようにして「どんな情報も上がってくる仕組
み」を整えたことで、経営層があらゆる問題を早く把
握できるようになったのです。

「安く」解決しようとするのは 
なぜ間違いなのか

　経営者は問題解決にあたって、いかに「安く」済ま
せるかを重視しがちです。しかし、お金がかからない
ようにと考え込み、対応に出遅れれば、顧客を失うこ
とになりかねません。新たな顧客を開拓するコストを
考えれば、既存の顧客を失う方が大きな損失です。
　どんなに素晴らしい解決策を持っていても、時間が
かかればお客さまの怒りは増幅していきます。
だから、問題が起きたら「早く」対応すること
が大事なのです。
　また、「お客さまの傷ついた心を（顧客目線
で）癒す」という視点も重要です。わかりやす
い例を挙げれば、客先で花瓶を壊してしまった
場合、「どういう花瓶を買って弁償しようか」と

中小企業の問題対処法
解決のカギは常に「顧客」の中にある

連載　第 2回

現場で日常的に発生する業務トラブルから、中長期
的な経営課題まで、企業は日々さまざまな問題に直
面します。それをいかに迅速かつ効率的に解決する
か、頭を悩ませている方も多いでしょう。中小企業
の経営層に向けて、会社の発展につながるような解
決の方法をお伝えします。

まずは社長主導での解決を目指す

　問題解決というと、社員が集まって活発に議論する
姿を思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし経
営者がまず認識しておくべきは、問題解決の適切な方
法は、会社の成熟度によって異なるということです。
　全社員に教育が行き届き、企業理念やビジョンが浸
透している企業では、問題を各部署で解決することも
できるでしょう。中小企業では多くの場合、そのハー
ドルが高いので、組織的な問題解決を目指す前に、「経
営者がリーダーシップを取って、すべての問題を解決
する体制」を整えることをおすすめします。
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考える人もいるでしょう。そのとき、自社の都合で花
瓶を選ぶのは間違いです。社内であれこれ議論するよ
りも、どういう花瓶がいいか、どうすればいいのか、
最善策をお客さまに聞くことが一番の早道です。
　ことによると、「この花瓶は先祖から代々受け継い
だものだ」と言われる可能性もあります。であれば、
「高くてもいいので、好きな花瓶を買って料金を請求
してください」と言うのが正しい解決のしかたです。
　これは、日本が抱えるさまざまな課題にも言えるこ
とですが、問題が起きたら、あえて大ごとにした方が
いいと思うのです。大問題ほど誰もが注目し、一刻も
早く解決しようと努力するからです。会社が直面する
課題も同じで、穏便に済ませようと思えば、かえって
解決が遅れてしまいます。でも、コトを大きくして早
く対処すれば、顧客から「こんなに早く来てくれたの
か」と、逆に褒められて問題が解決することもある。
当社ではそうしたケースが何度もありました。
　顧客の声に丁寧に耳を傾けてトラブルに対応してい
くことは、より大きな経営課題の解決にもつながりま
す。外からの批判やクレームは業務改善のヒントとな
るので、これを起点として経営効率化に取り組めば、
コストの削減や収益向上を導くこともできるでしょう。
　そして、クレームはお客さまの「ニーズ」の裏返し
でもあります。そこを掘り下げていけば、社内の視点
だけでは絶対に着想できない、新商品・新サービスの
タネも見つかるはずです。実際、当社でもそうして生
み出された新商品がたくさんあります。
　さらに言えば、問題解決を積み重ねることを通じ
て、社員たちは必ず成長します。つまり、問題解決に
要するコストは、「教育研修費」でもあるのです。
　これらの副産物を考えれば、問題解決のための出費
を惜しむのは得策ではありません。解決することを目
的とするのではなく、解決による「価値創造」に焦点
を当ててみてはいかがでしょうか。

実現させたいことは文書化する

　クレーム対応に限らず、当社では特に大事なことは
経営方針の一環として文書化しています。経営者の話

が今日と明日で違う、ということはありがちです。幹
部社員を介してそれを伝えると、“伝言ゲーム”に
なって意図が伝わらず、そのたびに社員が戸惑います。
　しかし、文書化してしまえば、こうした問題はすべ
て解消されます。迅速な問題解決を図るためにも、「経
営計画書」は必要です。
　簡単に言えば、経営計画書とは会社のルールブック
です。基本理念のほか、お客さまへの姿勢、商品・販
売・内部体制・クレーム処
理に関する、ごく基本的な
方針を明記し、手帳や本の
形にします。薄ければ薄い
方がいいでしょう。厚いと
それだけで読むのがストレ
スになり、社員に浸透しな
いからです。
　「書いたことは実現しや
すい」といいますが、これ
も文書化することの重要な
機能です。紙に書いてあれば具体的にイメージが湧
き、そこに向かって勝手に走り始めます。たとえば結
婚できないと悩んでいる人は、「◯年以内に結婚する」
と紙に書いて貼っておくべきです。
　会社経営も同じです。「売上高を増やす」「残業を減
らす」など、経営上の課題は文書化した方がいい。目
標の数字、期日を入れておくことがポイントです。根
拠がなくてもいいのです。日頃からお客さまの声を経
営のヒントとして吸い上げていれば、実現のためのア
イデアはいくらでも見つかるに違いありません。

小山 昇氏（こやま のぼる）

株式会社武蔵野 代表取締役社長。700社以上の
パートナー会員企業を指導。独自の哲学に基づき
経営手腕を振るう傍ら、全国の経営者でつくる「経
営研究会」主催。2001年度経済産業大臣賞、
2000年、2010年日本経営品質賞受賞。著書多数。

『利益を最大にする
最強の経営計画』
（KADOKAWA）

小山氏がいつも持ち歩いている、
株式会社武蔵野の経営計画書

小山昇氏の最新著書
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タリーズコーヒージャパン創業者に聞く
逆境を強みに変えるアイデアと心得
シアトル発の「タリーズ」を日本に上陸させ、一大コーヒーチェーンに育て上げたのち、
参議院議員として政界に新風を巻き起こした松田公太氏。経営者と政治家という稀有な経歴を持つ同氏は、
その途上で遭遇した多様な難問に、どのように立ち向かってきたのでしょうか。
また、グローバルな視点で見たときの、日本の問題解決力の課題とは。
弊社取締役・マーケティング戦略本部長の天崎日出雄がお話を伺いました。

特集 問題解決力を高める

課題を前向きに捉える姿勢こそ 
成長の原動力

天崎　1997 年に創業されたタリーズコーヒーは、今で
こそ日本を代表する一大コーヒーチェーンですが、当初
は大変なご苦労をされたそうですね。
松田　たしかにスタートから問題が山積みでした。海外
生活が長かったこともあって、昔から「食を通して世界
の架け橋になる」という夢がありました。そんな私が米
シアトルでタリーズに出合って「スペシャルティコー
ヒー」に惚れ込み、オーナーと交渉して日本での第 1 号
店出店を任されたのが始まりです。自分なりに研究を重
ねたので、味には自信がありました。

とはいえ、飲食店経営経験のない素人でしたし、し
かも出店準備を進めているうちに、米国最大手のスター
バックスが先に日本上陸を果たしたのです。タリーズで
日本にスペシャルティコーヒーを広めようという私の思
惑は、最初から完全に外れてしまいました。
天崎　一番乗りかどうかは、大きな違いですよね。
松田　はい。スタバは当時すでに 1000 店舗を抱える、
業界の巨人でした。かたやタリーズは、米国でも無名の
数店舗しかないローカルチェーンで、お金もないしス
タッフの数も乏しい。真っ向からスタバと勝負しても、
勝てるはずがありません。しかし嘆いていても仕方がな
いので、知恵を絞り、自分たちの力を発揮できる舞台を
つくり出すことに懸命になりました。
　たとえば三井物産の本社ビル内に出店した 3 号店は、
日本初のカウンターだけのコーヒーショップです。座席
が不要なので、店舗面積も出店コストも最小限で済んだ
のですが、そのビルで働く方々が味を気に入り、リピー
ターとなってくれて大成功でした。これを足がかりにオ
フィスビルへの出店が増え、やがて大型総合病院のロ
ビーでの展開にもつながったのです。
天崎　どちらの形態の店舗も、今では珍しくありません

が、その先駆けだったということでしょうか。
松田　ええ。いずれもタリーズが日本で初めて手がけた
スタイルの店舗です。出店前は、「座席のない店に客が
来るはずがない」「病院にカフェ出店など常識外れだ」
などと言われていました。
天崎　ご著書『すべては一杯のコーヒーから』（新潮社）
で、「困難にぶつかった際には、何が悪かったのか、ど
うすれば解決するのか、徹底的に追究してきた」「失敗
をすべて成功に向けた試練と捉え、何ごとも前向きに受
け入れていくようにも努めた」と書かれていたのもうな
ずけます。業界の常識にとらわれず、困難に直面しても、

前参議院議員、タリーズコーヒージャパン創業者

松田公太氏
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■名称/ステーションプラザタワー●所在地/東京都荒川区西日暮里二丁目●構造/鉄筋コンクリート
造陸屋根地下2階付36階建●用途地域/商業地域●敷地面積/2,842.60㎡（859.88坪）●延床面積
/39,435.56㎡（11,929.25坪）●土地権利/所有権●総戸数/314戸（事務所18戸、店舗11戸、住居285
戸）●販売戸数/1戸●専有面積/237.73㎡（71.91坪）●築年月/2009年10月（平成21年） 新耐震基準適
合●施工/西松・三芳建設共同企業体●管理/[全部委託][巡回]三井不動産レジデンシャルサービス

（株）●全体管理費（月額）/53,770円●施設管理費（月額）/108,180円●全体修繕積立金（月額）/17,490
円●施設修繕積立金（月額）/28,740円●空調保守点検費（月額）/8,362円●現況/平成30年9月30日退
去予定 ※次のテナントが入居した場合は価格変更の可能性があります●引渡し/相談●取引態様/売主
※詳細情報はお手数ではございますが弊社担当営業までお問い合わせください。

※坪表示は1㎡＝0.3025坪で換算した表示です。 ※徒歩分数は1分＝80mとして換算したものです。
※掲載の情報は平成30年6月10日現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合があります。
また万一ご成約済みの際は、ご容赦ください。
※広告有効期限：平成30年7月10日

専有面積 販売価格（税込）

（71.91坪）

237.73m2 3億2,500万円

アクセス

＊JR各線／京成本線／日暮里・舎人ライナー

「日暮里」駅 徒歩2分
＊JR各線／千代田線／日暮里・舎人ライナー

「西日暮里」駅 徒歩7分

オフィスは「借りる」より「買う」時代へ。
日本の玄関口・成田へ好アクセス！
ビジネスパーソン注目のエリア

ステーションプラザタワー 502号室

※本物件は投資用としてのご購入も可能です。

経営者様のためのボルテックスセミナー  企業基盤を強化する経営戦略セミナー  定員（先着順）

10名

参加費
無料

まだ借りてるの？ 新時代のオフィス活用術！
～オフィスは「借りる」から「買う」時代  そのメリットと活用術～

急騰する賃料コストの圧縮がポイント！
企業のコスト削減とキャッシュフローの改善

7月11日（水）
●開催時間

17：00～18：30
（16：30開場） 7月25日（水）

●開催時間

17：00～18：30
（16：30開場）

登壇者  株式会社ボルテックス 実需部 実需課　前川 明久
会　場  株式会社ボルテックス 東京本社   〒102-0071 東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム22F

●JR 中央・総武線「飯田橋」駅 西口より徒歩1 分 
●東京メトロ有楽町線・東西線・南北線、都営大江戸線「飯田橋」駅 B2a 出口より徒歩2分

お申し込み先  株式会社ボルテックス　  0120-530-700 受付時間 9:00〜18:00（平日）    kariruyorikau@vortex-net.com

最新のセミナー開催情報については
ボルテックス公式サイトにて
ご覧いただけます。
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■名称/VORT新宿御苑（仮称）●所在地/東京都新宿区新宿二丁目●構造/鉄骨鉄筋コンクリー
ト・鉄筋コンクリート造陸屋根地下1階付9階建●用途地域/商業地域●敷地面積/ 414.60㎡（125.41
坪）●延床面積/ 2,855.35㎡（863.74坪）●土地権利/所有権●総戸数/9戸（事務所8戸、店舗1
戸）●販売戸数/1戸●専有面積/ 241.05㎡（72.91坪）●築年月/1986年11月（昭和61年） 新耐震
基準適合●施工/（株）熊谷組●管理/[全部委託]（株）サンケイビルマネジメントから変更予定●
管理費（月額）/95,456円●修繕積立金（月額）/52,308円●設備/エレベーター1基●駐車場/2台
●引渡し/相談●取引態様/売主
※詳細情報はお手数ではございますが弊社担当営業までお問い合わせください。
※坪表示は1㎡＝0.3025坪で換算した表示です。※徒歩分数は1分＝80mとして換算したものです。
※掲載の情報は平成30年6月10日現在のものです。掲載情報は予告なく変更される場合がありま
す。また万一ご成約済みの際は、ご容赦ください。
※広告有効期限：平成30年7月10日

「都会」と「自然」の心地よさが共存する

新宿御苑エリア初の
VORTシリーズ

VORT新宿御苑 （仮称）2階

エントランス エレベーターホール

物件仕入ストーリー＆アピールポイント
本物件は新宿通り沿いに位置し、丸ノ内線「新宿御苑前」駅から徒歩3分、都営新宿線・丸ノ内線・副都
心線「新宿三丁目」駅から徒歩3分、JR各線「新宿」駅から徒歩8分とアクセスが良く、機動力のある
立地が魅力的なオフィスビルになります。新宿御苑前駅周辺はオフィスと住居が混在するエリアで、新
宿御苑の新宿門からも近く、日中は多くの人が往来しています。特にここ最近では、新宿から歩いてく
る外国人観光客の姿も目立ちます。
そして、建物は築年数が古いものの、約1億4千万円以上かけて大規模修繕およびバリューアップ工事を
行う方針となっております。これにより、物件の価値を高め、テナント様の満足度向上につなげられれ
ばと思います。「VORT新宿御苑」をぜひご検討くださいませ。

専有面積 販売価格（税込） アクセス

（72.91坪）

241.05m2 4億１,660万円

＊丸ノ内線 
「新宿御苑前」駅  徒歩3分
＊JR各線 
「新宿」駅　徒歩8分

＊新宿線／丸ノ内線／副都心線 
「新宿三丁目」駅　徒歩3分
＊丸ノ内線 
「新宿」駅　徒歩9分

＊丸ノ内線 

「新宿御苑前」駅 徒歩3分

ソリューション部 アクイジション課
寺尾 恵美
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それを成長の契機として前向きに取り組んでこられたの
ですね。
松田　逆境でもひるまず、冷静に観察・分析したうえで
チャレンジしてきたと思います。

日本は組織力に強みを持つが 
個の問題解決力も伸ばすべき

天崎　青少年期の大半を海外で過ごした松田さんから見
て、日本人の問題解決力をどう思われますか。
松田　よく言われる通り、日本人は和を尊び、伝統を重

天崎　日本人は和や伝統を大切にしすぎていて、個の力
が伸び悩んでいるという部分もありそうです。
松田　何ごとも表裏一体ですよね。伝統を重んじるのは
良いことですが、負の遺産まで継承してしまうのは問題
だと思うんです。先輩社員から引き継いだ悪しき慣習を
そのまま放置し、結果的に大きな不祥事につながるとい
うケースがしばしばあります。協調性と伝統を重視する
姿勢が、問題を解決するどころか、逆に問題を引き起こ
してしまう。
天崎　松田さんの常識や伝統にとらわれない発想力は、
海外での経験によるところが大きいでしょうか。
松田　たとえば米国と日本、どちらの価値観や文化も魅
力的だと思いますし、大好きです。一方が良いというこ
とではなく、両方の見方で物事を捉えようとしている面
はありますね。
天崎　それと「食を通して世界の架け橋になる」という
魅力的なビジョン。これも問題解決の原動力になってい
るように感じます。
松田　経営者って本当に大変だと思うんです（笑）。だ
からこそ、大げさなぐらいの夢やビジョンがなければつ
まらないし、努力する甲斐がない。経営者が明確にビジョ
ンを掲げ、それを本気で信じているからこそ、社員もつ
いてくるのだと思います。
　「世界の架け橋」になるなんて、誰も到達できない夢
かもしれない。その夢は高いところで、ぼんやりとでも
光り輝いていてくれればいいんです。そこに少しでも近
づくため、明確で具体的な目標を掲げて取り組んでいく
姿勢が重要だと考えています。
天崎　お話を伺っていて、弊社代表の宮沢と共通する点
があると感じました。特に、「常識を疑い物ごとの本質
を見極める」というところです。オフィスビルを賃貸で
はなく「所有」する、しかも 1 棟単位ではなく「フロア
単位」で売るという考え方。これは日本ではほとんど手
がつけられていなかったことでした。ビジョンを大事に
している点も似ていると思います。
松田　たしかに、戦っているフィールドはまったく違い
ますが、非常に近い考え方で未来を切り拓こうとしてい
る気がします。ぜひいろいろ教えていただきたいです。
天崎　光栄です。ご一緒に新しいビジネスにチャレンジ
できると面白いですね。

●松田 公太氏（まつだ こうた）　　　　　　　　　　　  　  Profile

前参議院議員、タリーズコーヒージャパン創業者
1997年にタリーズコーヒー日本1号店を創業。2009年Eggs’n Things
の世界展開権（米国除く）を取得、EGGS＇N THINGS INTERNATIONAL 
HOLDINGS PTE. LTDをシンガポールに設立。日本では＇10年に原宿1号店
をOPEN。「パンケーキブーム」の火付け役となった。同年参議院議員選挙当選。
任期満了後は、飲食事業の海外展開や自然エネルギーの事業など精力的に活動中。

 弊社取締役・マーケティング戦略本部長 

天崎日出雄
んじる傾向があります。メンバーの関係性を大切にしな
がら、組織的に問題に取り組む能力は大きな強みです。
しかし半面、同調圧力が強く、人より目立ったり自分だ
けが責任を負うのを避けようとしがちです。

サッカーで考えるとわかりやすいでしょう。日本選
手のチーム力は高いけれど、突出した決定力を持つスト
ライカーがなかなか生まれない。海外には、たとえ失敗
して批判を浴びようとも、臆せずにシュートを打とうと
する意欲的な選手がたくさんいます。ビジネスでも同様
に、組織の力を活かしつつ、個の問題解決力を伸ばして
いく工夫が重要ではないでしょうか。
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　東京・港区に本社を置くJCDソリューションは、業
務系システムやモバイルアプリケーションの企画・開発
から導入支援・運用保守までを一貫して提供する、情報
サービス企業です。2007年の創業以来、年を追うごと
に増収増益という堅調な成長を続けています。
　「当社がここまで成長できた要因のひとつに、『組織
力』があると思います。私よりも優秀な社員がたくさん
いるので、その能力を存分に発揮できる組織づくりこそ
が、私の任務だと思っているんです」と、同社の武社長
は穏やかな笑顔で語ります。
　中国の大学を卒業後、国費留学生として来日した武社
長。工学博士の学位取得後、日本の自動車業界に就職し、
世界最高水準の生産管理の仕事に携わっていました。エ
ンジニアとして充実した毎日を過ごしていたものの、
“巨大企業の歯車”から脱却したいと考えるようにな

「スタッフが活躍できる環境づくりが大切」
社員を信頼し、問題は組織の力で解決する

株式会社 JCDソリューション
代表取締役社長  武 偉様

直面した問題を適切に分析・検証し、解決策を考えて着実に実行していくことは、経営者のみならず、
あらゆるビジネスパーソンにとって欠かせない能力です。
経営環境の変化が激しく、先行きが見通しにくい時代となり、ますますその重要性が高まっています。
自動車業界のエンジニアから IT企業の経営者に転身し、さまざまな課題を乗り越えて会社の成長を実現してこられた
JCDソリューションの武偉社長に、問題解決力に対するお考えなどを語っていただきました。

り、1993年に独立。システム開発の会社を立ち上げます。

ポジションを与えることで、人は育っていく

　優良な顧客にも恵まれ、2004年には他社との事業統
合に踏み切るなど、拡大路線を目指していた武社長です
が、その後、思うところあって大きく方向転換すること
を決断。ソリューション事業部を分社化し、2007年に
新会社をスタートさせました。それが現在のJCDソ
リューションです。「そのまま事業を続けず、二度目の
創業にチャレンジしたのは、それまでの経営者としての
あり方に対する反省からでした」と武社長は言います。
　「独立して最初の頃はまだ若く、慢心があったのでしょ
う。開発だけでなく、営業や経理もすべて自分で行って
いました。この方法だと最初は何ごとも早く進むのです
が、人材が育たず、いずれ成長に限界が訪れます。そこ
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増額成功率の推移

5月の取り扱い金融機関（順不同）

□三菱UFJ銀行
□りそな銀行
□第四銀行
□北越銀行
□北陸銀行
□もみじ銀行

□西京銀行
□四国銀行
□徳島銀行
□肥後銀行
□西武信用金庫
□城北信用金庫

平均事務所入居期間
 　　　　      2001.9.1 ～ 2018.5.31

100坪以上 8.88年
50坪以上 6.92年
30坪以上 6.58年
全坪数平均 5.87年
※坪数は賃貸面積による
※住居は平均3.52年
※入居中のテナントに関しては、
　賃貸契約期間を以て入居期間とする

増額改定交渉（直近1年間の実績値）

 　　　　      2017.6.1 ～ 2018.5.31

契約更新総数 1,260件
増額交渉総数 731件
増額成功総数 571件
※上記総数には弊社保有物件を含みます。

増額成功率（期間平均値） 78.11%

平均増額率（期間平均値） 6.15%

最高増額率 38.46%
※期間中において減額は1テナントございました。

ファイナンス実績　2017年12月～2018年5月

件数 74件 平均 LTV
（借入金比率） 79.22%
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過去4年間の平均空室率の推移　2014.6～2018.5 直近6か月間の平均空室率
 2017.12～2018.5

近
直
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（出所）賃貸住宅空室率：株式会社タスの「賃貸住宅市場レポート」より、オフィス平均空室率：三鬼商事株式会社の「オフィスマーケットデータ」より

5月
2018年

11月5月
2017年

11月5月
2016年

11月5月
2015年

11月
2014年

6月

（%） （%）

3.34

0.870.87
1.44

1.47

0.610.61

1.27

2.35

1.89

3.443.44
3.353.35
3.033.03

3.723.72 3.523.52
3.383.38 3.333.333.123.12 3.063.062.802.80 2.652.65

賃貸住宅空室率・東京都全域

オフィス平均空室率

ボルテックス管理物件（面積ベース）
ボルテックス管理物件（室数ベース）

都心5区 大阪 名古屋 福岡
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で第2の創業では、『社員が互いに支
え合い、尊重し合い、競い合う組織

づくり』を最優先にしたんです」
　スタッフを信頼して任せ、
責任はすべて社長の自分が
とる。そうすれば『地位が
人をつくる』の言葉通り、

やがて部下が育ち、会
社を動かしてくれるよ

うになるのだと武社長は説明します。組織力を重視す
る考えは問題解決においても貫かれており、会社全体
に関わる課題が見つかれば、自分だけで判断せず、管
理職層の集まる定例会議で議論しているそうです。
　「私の直下には両腕となる幹部社員が２人いて、彼ら
を中心に解決策を導いていきます。他の部門も同様で
す。２人以上のリーダー的な人材を配置しています。
ポイントは、タイプの違う人を複数置くということ。
互いに支え合い、競い合うよう促しています」
　また、組織全体で問題を認識し、解決を導くために
は、経営の透明性が重要になります。同社では、財務
情報などあらゆる経営データを社員に開示しているほ
か、幹部社員が自分の部門の最新データをリアルタイ
ムで把握できるシステムを導入。これらが問題の早期
発見と、適切な解決策の発案を支えていると、武社長
は語ります。

都心に広いフロアのオフィスを持つメリット

　現在、JCDソリューションは弊社提供の「区分所有
オフィス」を本社としてご利用いただいています。
　「個人の住宅なら賃貸よりも購入した方がメリットが

大きいことは誰もが知っています。オフィスにも同じこ
とが言えますが、購入しない企業が多いのは、経営規模
の先行きが予想しにくいからでしょう。しかし、ある程
度見通しが立ったら、ぜひ購入すべきです。仮に広すぎ
ると感じても他社に賃貸すれば、収益物件として経営に
プラスに働くはずです」と武社長。同程度の予算で、フ
ロア面積の狭いペンシルビルを購入した経営者の知人も
いらっしゃるそうです。
　「ビル1棟と言うと聞こえはいいですが、そこは立地
条件がいまひとつ。それに、社員が複数フロアに分かれ
て働くのは効率が良くありません。都心の広いフロアの
ビルを部分的に所有できることは、大変ありがたいです」
　JCDソリューションの理念は、社員とその家族が物
心両面で幸せになること。それを実現させるためにも、
企業の成長は必須条件であるとし、10年後にグループ
売上高100億円の見通しを掲げます。

　「私自身も含め、この会社に完璧な人はいません。だ
からこそ互いに支え合うことが大切。組織力が全社に浸
透していけば、おのずと結果はついてくると思います」

株式会社 JCDソリューション 
代表取締役社長 武 偉様
工学博士。中国国費留学制度の第四期生として1985年に来日。
豊橋技術科学大学にて博士号を取得後、大手自動車メーカーで
生産ラインの設計に携わる。1993年に独立。2007年にJCDソ
リューションを設立した。好きな言葉は「プラス思考」。

https://www.jcdsol.co.jp
[所 在 地] 〒105-0012   

東京都港区芝大門1-16-3  芝大門116ビル8階
[事業内容] システム開発・導入・運用保守／システム基盤設計・

構築・運用

特集  問題解決力を高める

お客様ご紹介 ご保有物件のご紹介

芝大門116ビル
（港区 区分所有オフィス）

DATA
［専有面積］ 319.982㎡（96.79坪）
［ 最 寄 駅 ］ 大江戸線・浅草線「大門」駅 徒歩1分

JR山手線・京浜東北線、東京モノ
レール「浜松町」駅 徒歩5分

［構造・規模］鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根
地下1階付9階建

［ 総 戸 数 ］ 15戸
［ 築 年 月 ］ 1994年4月　新耐震基準適合
［敷地面積］ 517.39㎡（156.51坪）

JCDソリューション 業績推移単位：千円

売上
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Performance Data

管理実績／運用実績　2018年5月度

預り資産時価総額 242,823,188,805円
※お客様が取得された物

件のうち、弊社管理物
件の時価合計

総収入（年額） 9,310,775,568円

総稼働率 96.80%
※全管理物件の総受託期

間に占めるテナント入
居期間の割合

リーシング実績
（2017.6.1 ～ 2018.5.31）

総件数  168件

平均所要期間 1.87か月

管理実績／販売実績　2018年5月度

総貸室面積 171,803.02m2

空室面積 4,043.69m2

空室率（賃貸面積ベース） 2.35%

管理総数 1,432室

空室数 27室

空室率（室数ベース） 1.89%

お客様実績（委託資産上位30傑） 取引開始年月

1 位 個人 食料品製造業役員 6 件 6,575,300,000 円 2015年7月
2 位 法人 厨房機器製造業 12 件 4,339,743,334 円 2013年2月
3 位 法人 娯楽業 6 件 3,495,800,000 円 2016年9月
4 位 法人 食料品製造業 10 件 3,279,100,000 円＊ 2014年7月

5 位 法人 燃料小売業 6 件 3,071,800,000 円 2017年5月

6 位 法人 金属切削部品加工業 14 件 2,607,730,000 円＊ 2012年7月

7 位 法人 紙製品卸売業 6 件 2,503,390,000 円＊ 2014年6月

8 位 法人 電気機械器具製造業 3 件 2,493,494,100 円 2016年5月

9 位 法人 金属加工業 14 件 2,351,700,000 円＊ 2009年4月

10 位 法人 建築金物製造業 4 件 2,290,100,000 円＊ 2017年2月

11 位 個人 不動産賃貸業役員 6 件 2,144,090,000 円 2014年8月

12 位 法人 医薬品製造販売業 2 件 2,077,300,000 円＊ 2017年3月

13 位 法人 繊維衣類卸業 6 件 1,907,400,000 円 2016年10月

14 位 法人 娯楽業 16 件 1,890,690,000 円＊ 2010年12月

15 位 個人 元上場企業役員 9 件 1,823,400,000 円 2001年4月

16 位 法人 スポーツ用品買取・販売業 9 件 1,816,200,000 円 2013年12月

17 位 法人 建設業 4 件 1,813,750,000 円 2017年4月

18 位 法人 自動車部品製造業 6 件 1,726,300,000 円＊ 2012年10月

19 位 法人 塗料製造業 3 件 1,690,923,054 円 2012年1月

20 位 個人 外資系金融機関役員 10 件 1,654,260,000 円 2006年1月

21 位 法人 ソフト受託開発業 12 件 1,629,400,000 円 2004年3月

22 位 法人 ホテル業 9 件 1,596,500,000 円＊ 2013年12月

23 位 法人 一般製材業 4 件 1,523,500,000 円＊ 2016年10月

24 位 法人 スポーツ・娯楽用品・玩具卸売業 16 件 1,522,600,000 円 2009年1月

25 位 法人 娯楽機械同付属品卸売業 7 件 1,370,200,000 円＊ 2009年10月

26 位 個人 産業廃棄物処理業役員 3 件 1,369,800,000 円 2017年7月

27 位 個人 医療法人役員 2 件 1,352,000,000 円 2016年11月

28 位 法人 電気通信工事業 5 件 1,345,700,000 円 2016年3月

29 位 法人 種苗販売業 11 件 1,301,540,000 円＊ 2013年3月

30 位 法人 インターネット販売業 8 件 1,263,800,000 円 2012年3月

＊個人取得分を含む

法人のうち
実需販売

個人のうち
実需販売

20社法人のうち不動産業者

個人 312名 法人 434社29
名

27
社

販売顧客数



宅地建物取引業 国土交通大臣（1）第8509号
マンション管理業 国土交通大臣（1）第034052号
（公社）全国宅地建物取引業保証協会加盟
（公社）首都圏不動産公正取引協議会加盟
（公社）東京都宅地建物取引業協会加盟

〈東京本社〉 〒102-0071 東京都千代田区富士見 2-10-2   飯田橋グラン・ブルーム22F TEL.03-6893-5550（代） FAX.03-6893-5470
〈仙台支店〉 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 2-9-16   朝日生命仙台中央ビル6F TEL.022-209-5110  FAX.022-209-5066
〈金沢支店〉 〒920-0031 石川県金沢市広岡 3-1-1   金沢パークビル8F TEL.076-293-3311  FAX.076-293-3312
〈名古屋支店〉 〒450-0003  愛知県名古屋市中村区名駅南 2-14-19   住友生命名古屋ビル6F TEL.052-533-5506  FAX.052-533-5509
〈大阪支店〉 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 2-6-20   パシフィックマークス西梅田16F  TEL.06-6341-3721  FAX.06-6341-3720
〈広島支店〉 〒732-0827 広島県広島市南区稲荷町 4-1   広島稲荷町NKビル9F TEL.082-535-8811  FAX.082-535-8812
〈福岡支店〉 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂 1-15-33   ダイアビル福岡赤坂5F TEL.092-738-0830  FAX.092-738-0865

2018年6月22日発行  ［発行・編集］株式会社ボルテックス ブランドマネジメント課　［TEL］03-6893-5661  ［FAX］03-6893-5470　［制作協力］株式会社東洋経済新報社
※「区分所有オフィス」「VORT」は株式会社ボルテックスの登録商標です。※本誌は弊社の著作物であり、著作権法により保護されております。お客様が弊社取扱商品をご検討になる際に内部的
に利用される場合を除き、弊社の事前の承諾なく、本誌掲載情報の全部もしくは一部を引用または複製、転送等により使用することを禁じます。
※掲載の物件情報は平成30年6月10日現在のものです。※掲載情報は予告なく変更される場合があります。

弊社代表取締役社長・宮沢文彦の著書『100年企業戦略──「持たざる」から「持つ」
経営へ』（東洋経済新報社刊）が、6月中旬に発売されました。
長寿企業には、なぜ貸事務所業が多いのか──。東京にヒト、モノ、カネが集まり一極
集中が進むと、地方経済はさらに冷え込みます。都市圏と地方との格差が広がるなか
で、経営を安定させて長寿企業になるには、安定したキャッシュフローを確立すること
が必要です。そして優良不動産を持つことは、企業経営に高い安定性をもたらします。
「持たざる」から「持つ」への経営シフトチェンジ。そのために今すべきことは何かを
まとめた一冊です。

宮沢文彦【著】

●東洋経済新報社刊  ●四六版並製  1,500円（税別）

目次　

第1章 100年企業に学ぶ
「東京一極集中」時代の生き残り術

第2章 五輪後もますます栄える世界都市TOKYO

第3章
【対談】アジアNo1都市・東京の特異性と役割
　市川宏雄（明治大学名誉教授）
　宮沢文彦（株式会社ボルテックス代表取締役社長）

第4章 安定的収入源としての
不動産賃貸事業の魅力

第5章 不動産を活用した資産形成と
「区分所有オフィス」

終　章 100年企業をつくる

このたび『東京一極集中時代の100年企業戦略』の発刊にあたり、東京、名古屋、
大阪、福岡で出版記念セミナーを開催いたします。
著者である弊社代表・宮沢文彦が、100年企業に学ぶ「東京一極集中」時代の生き残
り術について提言。また、同書にも登場する都市政策の世界的識者、市川宏雄氏を
お招きし、同書では語り切れなかった内容も交えてお話しします。

開催時間
●いずれの会場も

14：00～16：05（13：30開場）

参 加 費 無料（事前登録制）

プログラム

14：00〜15：00
基調講演

世界都市東京の抜きんでた
特徴と存在意義
都市政策専門家、明治大学名誉教授 市川 宏雄氏 

15：00〜15：15 　　　　　　　　　＜休憩＞

15：15〜16：05
出版記念講演

100年企業戦略 
「持たざる」から「持つ」経営へ
株式会社ボルテックス 代表取締役社長  宮沢文彦

16：05〜16：30 ボルテックス講師と名刺交換・個別相談（希望者）

東洋経済新報社主催　出版記念セミナーのお知らせ

お申し込みはこちらへ

http://toyokeizai.net/sp/vortex2018/

東京一極集中時代の
『 』

6月中旬より
全国の書店・
Amazonにて発売中！

全経営者
必読の書


