第２５６３回例会報告議事録
日時 ３１年３月１９日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

ロータリーソング「我らの生業」
ゲ ス ト : 帝国データバング 江澤徹郎様
ビジター : なし
S . A . A .: 倉持会員

会長挨拶

荒井会長
今月は水と衛生月間です。国連は毎年３月２２日を世界 水の日と定め、水の重
要性について世界中の人々と一緒に考える日にしています。
ロータリーでも水と衛生は６つの重点分野の中のひとつです。
日本のロータリークラブが地区で取り組む活動をひとつ紹介します。
「災害時 水は止まる 東日本大震災の教訓から 保原ロータリークラブ
２０１１年３月１１日の東日本大震災時に上流ダムからの吸水管の破損により伊
達市全域が半月以上断水しました。
この日本でも安全な水の供給が止まることがあるなんて全く
想像していませんでした。
大震災で得た教訓のもとに、保原ロータリークラブは海老原三博会員が運営する児童発達支
援事業所シャロームこどもセンター ピサンリの駐車場に２０１８年３月に井戸ポンプを設置しまし
た。地区補助金を得ての活動です。災害時には近隣住民の方々にきれいな水を提供することがで
きます。
今後３０年以内に首都直下型地震が起こる可能性が７０％と予想されています。我孫子ロータリ
ークラブでも井戸ポンプ事業をしたいと思い、発表させていただきました。

親睦委員会報告

福武委員長
今月のお誕生月の方のお祝いをさせていただきたいと思います。
小野会員、倉持会員、佐藤拓司会員、堤会員、藤本会員
（欠席）、村越会員、依田幹事、
お誕生日お
めでとうございます。
倉持会員より
３月生まれの末っ子の倉持です。
１０日で４３歳になりました。
クラブでお
祝いいただくのも今回が３回目で、本当に１年が早く感じられるようになり
ました。今年は昨年行けなかった健康診断に行くことが目標です。あとは
気楽に楽しくやりたいと思います。本日はお祝いをいただきまして、
ありが
とうございました。

依田幹事より
本日はお祝いをありがとうございます。前回、誕生日会が流れまして今
日になりましたが、今日が
誕生日でして、今日は佐藤会員も誕生日だそうで、同じ誕生日でびっくりし
ました。
今日は家族にも祝ってもらえず、
こっそり出てきましたが、夜を期待して
帰りたいと思います。ありがとうございました。

村越会員より
今月３０日で５７になります。
ロータリーでお祝いしていただくのは５回目
になりますが、最初の年は依田会員と二人だけでした。今は７人で、一大
派閥になったなと。私も先輩方を見習って、いい齢の取り方をしたいと思
っています。
どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。

佐藤拓司会員より
お祝いをいただきまして、ありがとうございます。私も今日が誕生日で
す。朝、新聞を見て初めていつも気付きます。私は昨年の４月に入って、今
回初めてなのですが、
うまく行けば来年もここにいれるかなと思っておりま
す。
よろしくお願いいたします。

堤会員より
この３月１日で５７になりました。女房と子どもは「おめでとう」とは言って
くれるのですが、何もくれません。今回、久しぶりに物をいただきまして非
常に感激しております。来年も是非とももらいたいと思っておりますので、
よろしくお願いします。ありがとうございました。

小野会員より
３月１１日で４５になりました。今まで３月１１日は何でもない普通の日だっ
たのですが、数年前から地震の日になってしまい、誕生日は複雑な気持ち
にさせられる日になってしまいました。祝っていただいてありがとうござい
ます。

出席報告

幹事報告

石原副委員長
出席率８０.００％

２４名（出席免除者含む）出席（全員で３０名）
業務による欠席が６名。
業務の為：今井会員、木村会員、塩毛会員、日暮会員、藤本会員、前田会員

依田幹事
・来週２６日（火）は夜間親睦例会になります。場所は美彩食 田辺さんとい
う中華料理です。ご出席の方よろしくお願いいたします。

卓話

帝国データバンク 江澤徹郎様

卓話にお招きいただきましてありがとうございます。
皆様、帝国データバンク、
というと実のところ何をやっているのか、
というイメー
ジをお持ちなのではないかと思いまして、本日はどういうことをやっているのかを
含めてお話しさせていただきたいと思います。
私共は企業の調査をさせていただいておりまして、会社様の評点を付けさせて
いただいております。
１００点満点で、上場の大手の会社様から、
お父さんお母さん
でやっていらっしゃるような会社まで、一律の基準で評価させていただいております。
倒産や廃業した会社を集計、発表、経営者様の課題解決のお力になることもあります。
国内最大級の企業情報のデータベースを保有しており、
１４７万社にご登録いただいています。
その評価は会社の顔となり、取り引きするかどうかを決めたり、従業員さんが住宅ローンを契約
する時に就労先の会社の点数が審査に影響してきたりします。
１００点満点で、
１００点の企業は存在しません。
評価の要素は、業歴、資本構成、会社規模、損益、資金状況、経営者様、企業活力となっていて、
財務状況だけでなく、多方面からの評価となっています。
合格点は５１点です。
１４７万社の内の６分の１、
１６％が５１点以上になっています。
平均点は４４点です。
評価が一番高い会社さんはトヨタ自動車とデンソーで９０点です。
千葉県内で評価が一番高い会社さんはマブチモーターさんで７９点です。
２位がオリエンタルラ
ンドさんで７８点です。
身近になってきます。我孫子市内で評価が一番高い会社さんは小池さんの東進ビルシステムさ
ん、
インターリソースさんで、
５９点です。
一番、経営者さんが多い出身地は東京で９０,６０８名で、次は北海道、大阪、愛知、福岡、兵庫、神
奈川と続きます。千葉県は１２位です。
経営者に一番多い血液型はＢ型です。上場企業にしぼりますと、
Ｏ型の方が多いです。
調査等でお邪魔しますと、
２０２０年オリンピック終了後の日本の景気は、
と聞かれます。実際のと
ころ、答えはわかりませんという状況です。日本だけでなく、他の開催国では状況はまちまちですの
で、率直なところわかりません。が、
オリンピック後も生き残るための準備は必要だと思います。
生き残る会社さんと言うのはどういう会社さんかというと、持論もまじえてですが、
１. 常に逆算した経営手法を取っている会社さん
２. 常に業界内外のさまざまな情報収集にどん欲な経営者さん
３. 外部からの客観的なお墨付きが得られている会社さん
と見ております。
目先のことにとらわれ過ぎて、先が見えないのは危険です。中長期的なビジョンを持って、
３年後、
５年後のために今は何をすべきなのか逆算して考えていただきたいと思います。
うまく経営できている同業者の手法等を参考にして、
ブームにまどわされずにトレンドに乗りましょ
う。
ＩＳＯやプライバシーマーク、
また私たち帝国データバンクの評価等を得られていることは有効で
す。
実例として、柏のクアトロさんという宝飾事業をメインとして、
ブランド品の卸売りをされている会
社さんは売り上げを伸ばしていらっしゃいます。
クアトロさんがどういうことをされているかというと、
１. 決算総会で社員全員に会社のビジョンと、逆算した年度戦略を伝えている。
２. 他社の決算情報を収集し、
自社に役立てる他、出会いの場に幹部を積極的に出席させる。
３. プライバシーマークの取得、帝国データの評価が上がる。
クアトロさんは５６点です。
私共、帝国データバンクは、
いきなり電話をかけてきて売り上げいくらですかとか図々しいなと思
われるかもしれないのですが、会社様の経営のサポートとして、情報パートナーを目指しておりま
す。本日、
ご興味を持ってくださった方はお問い合わせいただけるとありがたいと思います。
ありがとうございました。

＜質疑応答＞
Ｑ：調査のやり方はむずかしいと思います。中小企業の決算資料等そう簡単には見せてもらえな
いと思うのですが、
そういう情報収集はどうされるのですか。
Ａ：一番の情報源は、会社様にお邪魔して、経営のトップの方にお会いして得る情報が第一です。
そこだけで作るのも可能ですが、社長様の言葉を裏付ける資料として決算書を開示していた
だける会社様と、開示していただけない会社様とあります。そこでも評価の付け方が変わって
きます。あとは、
いろいろな関係を作らせていただいておりますので、
そこからも情報をいただく
こともあります。
Ｑ：お客さんで、他の会社から頼まれてということで、
おたくの年商等を教えてくださいという問い
合わせがあるのですが、帝国データバンクさんでそういうことはされていますか。
そ
Ａ：私共が自主的に電話やアンケートで企業様を調べさせていただいていることはありますが、
れ以外で、
もう少し詳しく知りたいというケースでは、調査ということでお邪魔して調査すること
はあります。
Ｑ：決算書を開示している会社は信憑性が高いと思うのですが、
アンケートで書かれているだけの
ものは裏付けは取れるのですか。
Ａ：裏付けは取らせていただきます。可能なところと、
そうでないところはあります。
Ｑ：膨大なデータのセキュリティというのはどうなっていますか。
Ａ：漏洩対策はきちんとさせていただいています。会社のデータベースにログインするには、顔認
証も必要になっています。
Ｑ：会員になっている人は一件いくら、
となっていると思うのですが、会員でない場合はどうなるの
ですか。
まず会員になっていただく必要があります。すでに調査済みの会社の場
Ａ：新規の調査の場合、
合は報告書をコピー提供させていただいており、
１件あたり３万円、
日数が経過している場合は
１万５千円です。
Ｑ：評価の中で経営者の人物像というと漠然としているのですが、
たとえばどういう要素がそこに
あるのか、差し支えのない範囲で教えていただけますか。
それに丸を打つのですが、
それは点数には反映されませ
Ａ：経営者様の性格が２０項目くらいあり、
ん。ただ性格により、
この経営者さんはよくないのではないか、
と感じられることはあります。たと
えば、係数面不得手、
というところに丸がついていると、
つまり数字に弱いということで、
この経
営者さんは大丈夫かな、
となります。製造業の会社さんで、技術志向が強くかつ一徹、
だと設
備投資ばかりやって売り上げがついてこないのではないかと思われたりします。
Ｑ：定性性の要因と定量性の要因とあると思うのですが、
どちらに重きを置いていますか。定性性
の要因は評価が客観的ではないと思うのですが、社長の人物像や会社の方針だとかについ
ての評価の仕方は社内であるのでしょうか。
Ａ：重きを置くのは定量性になります。財務状況が大半になります。調査員がお邪魔して、少し気持
ちを入れる部分もありますが限られています。定性性の評価の仕方についてはざっくりとした
決まりはあります。
Ｑ：個人企業の場合の個人情報の扱いは法律的にはどのようになっているのですか。
Ａ：外に出していいということであれば、提供させていただいています。はずしてくださいということ
であれば、
はずします。個人情報の開示については、弊社のホームの方で押さえておりますの
で、必要であれば後ほど送らせていただきます。
Ｑ：評定を上げるにはどうすればよいのでしょうか。
Ａ：会員になったら点数が上がるという訳ではないので、会員様になっていただいた後にいろんな
助言をさせていただきますので、
たとえば、売り上げを伸ばす、借り入れを圧縮するですとかし
ていただきますと、評価が徐々に上がっていくと思います。

閉会の言葉

荒井会長
江澤さん、ありがとうございました。江澤さんは、今まで来た調査員の中では抜群に素晴らしい
調査員で、私が言いたくないなというようなことまで、全部うまく引っ張り出されて、気持ちよくさせ
るので、
それで仲良くなって、柏さんで卓話をやって盛況だったということでしたので、今日、来てい
ただきました。貴重なお話しをありがとうございました。

ニコニコＢＯＸ

お名前
依田幹事
佐藤拓司会員
倉持会員
堤会員
村越会員

メッセージ
誕生日プレゼントありがとうございます
誕生日祝ありがとうございました。
誕生日のお祝い ありがとうございました。
お誕生日のお祝い ありがとうございました。
お誕生日のお祝い ありがとうございました。

当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
２,０００円
１,０００円
６,０００円
２２２,６５０円

今週の表紙「子之神大黒天」千葉県我孫子市寿2丁目27番10号
ネズミを使徒とする大黒天がまつられています。
源頼朝が行脚の途中に我孫子の近くで脚の病にかかった折、夢の中に白ネズミに乗った白髪の老人が現れ、
ヒイラギの葉で頼朝の足を癒したと伝えられ、足腰の病にご利益があると言われる神社です。
毎年10月に行われる柴燈護摩(さいとうごま)火渡りは一般の人も参加できます。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

