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１．ごあいさつ     

 

できるだけお湯だけで洗

うようにしたら直りまし

た。「何気なく使っている

ものが、意外に体に悪い

んだなあ」と思いました。 

－ 1 － 

２．中小企業の高収益化とその課題 

 

日差しが暖かくなり、春の訪れが感じられるこの

頃、いかがお過ごしでしょうか。株式会社アイリン

ク 照井清一です。結婚後、食後の食器洗いは自分

が担当でした。しばらくして、ひどい手荒れに悩ま

されました。手から血が出るほどで、皮膚科でも直

りませんでした。食器洗い洗剤を天然石鹸に変え、 

図 1 大企業と中小企業のＲＯＡ 

 

モノづくり通信第 28 号は、中小企業の高収益化

についてです。日本の中小企業は全企業数の 99.7%

を占め、従業者数は４，０１３万人で全従業者数の 

７割を占めます。一方、戦前の中小企業は、賃金や

生産性が低く、中小企業支援は国の大きな課題でし

た。今でも中小企業の収益性は低いのでしょうか。 

 

(1)  中⼩企業の経営課題〜流通構造と過当競争〜 

内閣府がまとめた「日本経済 2015

−2016 〜⽇本経済の潜在⼒の発揮

に向けて〜」では、企業の収益性を 

ＲＯＡ（総資本利益率）で見ていま

す。 

このＲＯＡは、バブル崩壊以前は

中小企業の方が平均で高かったので

すが、バブル崩壊後、製造業、非製造

業とも大企業より低くなりました。 

非製造業は、2005 年以降やや回復

傾向にあります。 

一方、製造業は、ＲＯＡ自体は非製

造業より高いものの、中小企業は

2005 年以降も下降傾向にあります。

対して大企業は 2012 年以降上昇に

転じ、大企業と中小企業との差が拡

大しています。 

 

アメリカと比較すると、日本企業

のＲＯＡは、次頁 図２に示すよう

に全般に低くなっています。特に中

小企業は、より差が大きくなってい

ます。 
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(2) 中小企業のＲＯＡが低い原因 

みずほ総研 経済調査部 エコノミスト 徳田

氏は、「わが国中小企業の収益性と競争力」という

論文で、中小企業のＲＯＡが低い原因として、以下

の３つを挙げています。 

① 複雑な流通システムにより小売価格が高く、そ

のしわ寄せが小売店など末端の中小・零細企業

にきている。（商業・サービス業） 

製造業では、複雑なサプライチェーンにより末

端の受注価格が低く抑えられている。 

② 非効率な企業が市場から退出せず、過当競争に

陥っている。 

③ 企業がリスクを取らないため、イノベーションが起

きず、製品やサービスが差別化できていない。 

これは、前述の内閣府のレポートでも同様の指摘しています。 

(4) 中小企業がリスクを取らず、開業が少ない原因 

内閣府や徳田氏は指摘していませんが、その原因として 

経営者の個人補償の問題があります。 

多くの中小企業は、負債に対して経営者が個人補償（連帯

保証人）を行っており、有限責任の株式会社でありながら、

個人に対して無限責任となっています。これは経営者の無軌

道な借り入れを防止し、モラルハザードを防ぐ点で効果があ

る反面、倒産すると巨額の借金を個人が負う為、経営者の個

人破産や家庭崩壊、自殺の原因になっています。 

アメリカでは、負債に対し経営者の個人補償を求めること

は少なく、個人補償をしたとしても人権問題となるため、倒

産時に債権者が個人財産の供出を強制することは極めて困

難です。 

図 2 日本とアメリカ企業のＲＯＡ 

 

(3) 収益性が低い原因のひとつは過当競争 

徳田氏は、日本政策金融公庫などの

政府系金融機関が非効率な中小企業に

資金を供給し続けることで、非効率な

企業が市場から退出せず、過当競争に

なっていると述べています。 

例えば日本の信用保証付貸出は、他

国と比べて非常に多く、その貸出先の

大半が中小企業です。 

又、徳田氏は、日本の中小企業のＲ

ＯＡはアメリカの中小企業と比較し、

低い方に集中していることを指摘しま

した。企業がリスクを取って収益を上

げる取組が弱いことが原因と主張しま

した。 

アメリカは開業率、廃業率とも高く、高収益な企業が

次々と生まれるダイナミズムがあると言われています。 

 

図３ 信用保証付き貸出の国際比較 

図４ 日本とアメリカの開業率・廃業率比較 
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－ 3 － 

３．ものづくり温故知新 「市場がないなら作ってしまえ！いらないものを金に変えた男」 

 

1959 年の夏、22 歳のロ

バート・チーズブロウは、

ペンシルバニア州ティス

タヴィル市の油田で労働

者たちが機械から蝋のよ

うなべたつくもの（ロッ

ドワックス）を搔き取っ

ているのを見ました。 

彼らに「なんに使うの？」尋ねると、 

「なんにも。ポンプのロッドにくっついて、取り除

かないと仕事にならないんだ。だけどね、火傷や切

り傷に、こいつをちょっと塗るとたちまち治っちゃ

うんだ」 

 

「ロッドワックスで 

一発当てられるかも

しれない」チーズブ

ロウは考えました。 

彼はロッドワック

スを自分の家に持ち

帰り製品化に取り組

みました。 

彼は１０年後、石油精製物を蒸留することで、

無臭で全く腐敗しないゲルを作りました。しかし

このゲルの治癒効果を証明しなければなりませ

ん。そこで自分の体を実験台にしてナイフや炎で

痛めつけ、ゲルの効果を確認しました。 

独占か、多数の競合が存在するか）】、【下請け企業か否

か】の３つの要素は、企業の収益性と関連がないこと

が分かりました。 

(6) 高収益の中小企業の一因 

一方このような環境下で高収益な中小企業もあり

ます。しかしその要因は、今まで考えられてきたよ

うな高度な技術、市場の独占などではありませんで

した。 

では、高収益の原因は何か、考えられる複数の要

因のうち、以下の３点を挙げます 

① 取引先（収益性、取引姿勢） 

取引先（メーカー）の経営状態が悪化したり、外

注の利益管理が過酷であると収益性が低くなり

ます。（言い方を変えると、儲かっていない会社

の仕事は儲からない、下請けいじめで利益を上げ

ようとする会社の仕事は儲からない。） 

 

 

売上高
売上高営業

利益率

912億円 7.0%

主要製品

176億円 7.3%

主要製品

1,708億円 11.3%

主要製品

212億円 7.5%

主要製品

336億円 7.7%

主要製品

ＴＯＷＡ株式会社

自動半導体樹脂封止装置 世界市場シェア５割

エスペック株式会社

恒温恒湿環境試験機

株式会社小森コーポレーション

オフセット印刷機 世界市場シェア１割

フロイント産業株式会社

医薬品向け造粒・コーティング装置 世界市場シェア２割

株式会社堀場製作所

ガスや液体の計測や分析装置 世界市場シェア８割

(7) 高収益企業 グローバルニッチトップ 

では、高収益な発注先（メーカー）にはどの

ような企業があるのでしょうか。 

自動車、ロボット、工作機械以外にも、多く

の製品がニッチな市場で世界のトップシェア

を維持しています。その中には高い収益性の企

業もあります。 

経済産業省が 2015 年に発表したグローバル

ニッチトップ１００選から、収益性の高い大手

〜中堅企業５社を紹介します。 

(5) 神⼾⼤学⼤学院の調査結果 

神⼾⼤学 大学院経営学研究科は、2001 年に東大阪

市の中小企業を対象に技術の高度性や市場の専門性

と収益との関係を調査しました。回収した 139 社を分

析した結果、【技術の高度化】、【市場の専門性（１社 

② 経営姿勢（職人経営と商人経営） 

個々の受注の利益を重視し、粘り強く価格を交渉

する企業は、技術優先で価格決定の基準があいま

いな企業より収益性が高くなります。（職人経営

と商人経営の違い） 

③ 技術、製品を取り巻く環境 

製品や製造技術が大きく変化すると、受注減少や

打ち切りにより収益性が低下します。海外への生

産移転や発注先企業の製品自体の消滅も同様で

す。 

図５ 晩年のチープブロウ 図６ 19世紀の油田 
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６．編集後記 

 

手荒れに悩まされていた時、どんな高いハンドク

リームよりも効果があったのが、ワセリンでした。

多少手があれていても、寝る前にワセリンを塗ると

翌朝には直っていました。ワセリンを発見したチー

ズブロウにはとても感謝しています。 

本ニュースレターが不要な方はお手数ですが  

下記通信欄に、お名前又は社名と｢不要｣とご記入の

上、FAXして頂くか、メールにて不要とお知らせく

ださい。 

通信欄 

 

最後まで読んで頂きありがとうございました。 

 

株式会社アイリンク 代表取締役 照井清一 

〒444-0202 愛知県岡崎市宮地町馬場 17-1 

TEL 0564-55-5661  FAX 0564-52-5364 

URL : http://www.spiral.ilink-corp.co.jp 

Email: terui@ilink-corp.co.jp 

Facebook：https://www.facebook.com/se.terui 

メルマガ  

http://spiral.ilink-corp.co.jp/malmag.html 

 

 

そこで彼は大量の荷馬車を走らせ、全米中に無料

の軟膏をばらまきました。これが世界で最初の無料

サンプル商法と言われています。チーズブロウの事

業は大成功しました。彼は、この軟膏をギリシャ語

で油を意味するエレイン（elain）と、ドイツ語の水

を意味するヴァッサー（Wasser）をくっつけてヴァ

セリン（ワセリン）と名付けました。 

1933 年、⼤⾦持ちになったチーズブロウは、⻑

生きの秘訣はワセリンを毎日使うことだと嬉し 

そうに語り、９６歳の

生涯を閉じました。 

今、ワセリンは、痛

み止めやかゆみ止め

などの塗り薬に欠か

せない基材として大

量に使用されていま

す。 

－ 4 － 

効果を確認すると、今度は、建設現場でけが人が出

るのをじっと待ちました。けが人が出ると、喜び勇

んでゲルを持って駆けつけました。 

油田でロッドワックスと出会って 11 年後の 1870

年、ゲルの素晴らしい効果を確かめたチーズブロウ

は、工場を建てて、医師や薬剤師にサンプルを配り

ました。しかし１本の注文もありません。彼は、自

分で市場を開拓することを決意しました。荷車に 

大量のサンプルを積ん

で、ニューヨーク州中を

配り歩きました。 

サンプルを一度使った

人は、この魔法のゲルを

薬局に買い求め、今度は

ニューヨーク中の薬局

からチーズブロウに注

文が来ました。 

経営環境の変化や経営事例などを学ぶ勉強会「未

来戦略ワークショップ」3 月は「中小企業の高収益

化とその課題」国が考えると中小企業の高収益化と

現実のギャップ、高収益企業の事例について考えま

す。この勉強会はどなたでも参加できます。詳細は

以下にあります。 

http://ilink-corp.co.jp/1669.html 

 

日時 3 月 20 日(日) 9:30〜12:00 

場所 刈谷市総合文化センター アイリス 

（中央生涯学習センター）404 研修室 

刈谷駅南口 徒歩３分 

参加費 500 円 

前日までに、ＦＡＸ、電話(0564-55-5661) 

又はメール(terui@ilink-corp.co.jp)でお願いします。 

４．未来戦略ワークショップ「人口減少社会とこれから起こる変化」 

 

会社名                 お名前                         

TEL                                  FAX                                    

未来戦略ワークショップ参加申し込み FAX  0564-52-5364 

図８ 市販のワセリン 

 図７荷馬車にサンプル 


