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クリエーターの僕が
経営者になった日
３月 日にジャスダック市場に上場を果たした株式会社ほぼ日。広告業界のレジェンド、糸井重里氏の個人事務
億６７００万円、営業利益は
37

10

糸 井 重里

ほぼ日社長

４億９９００万円（前８月期）と、利益率 ％を超える優良企業。糸井社長に、上場の狙いや今後の展望を聞いた。

運営するサイト『ほぼ日刊イトイ新聞 』から生まれた商品だ。ほぼ日の売上高は

所が社名変更した会社で、糸井氏は社長を務めている。その売り上げの大半を占めるのが、
「ほぼ日手帳」など、
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Photo= 佐藤元樹
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特集

会社が

わる時

変

産業・社会構造の変化に
いかに対応していくか
「脱皮しない蛇は滅びる」と語っ
たのはフリードリヒ・ニーチェだが、
最近、永守重信・日本電産会長兼社
長は自社の変革を語るときにこの言
葉を用いて、その重要性を強調する。
同社の成長はＭ＆Ａを駆使した事業
ポートフォリオ拡大をはじめ、変化
の歴史であり、現在も働き方改革な
どで次のステージに向かっている。
会社が変化するきっかけは、事業
環境の変化など外的要因によるとこ
ろが大きい。そもそも製品や技術、
事業にはライフサイクルがある。こ
のため、技術の進化や世代交代、産
業構造の変化などによって、企業の
主力事業が成熟期から衰退期に向か
うことは宿命である。本業が完全に
喪失することさえある中で、会社が
持続的な成長を遂げるためには、新
規事業に進出するなど、事業構造を
転換する必要がある。
最近の事例で言えば、例えば写真
を取り巻く状況の変化がある。デジ
タルカメラの普及による写真フィル
ムの需要激減、さらにスマートフォ

ンの普及によって、今度はデジタル
カメラの需要が著しく減少している。
写真のデジタル化に際して、富士フ
イルムはコア技術の適用領域を変化
させ、医療機器や高機能材料に展開。
一方、現在はカメラメーカーの業績
が悪化し、ニコンなどは新事業への
展開を模索している。
こうした市場構造や競争状況の変
化は認識していても、新事業の打ち
手がなかったりして、自らを変革さ
せることがなかなかできない場合が
ある。結果的に変化しないまま、最
後は破綻することもある。
しかし経営トップが交代し、それ
までの経営手法を改め、劇的に会社
を変えて、業績を好転させることが
ある。カルロス・ゴーン氏の日産自
動車、稲盛和夫氏の日本航空再建が
代表的だが、最近では鴻海精密工業
から送り込まれた戴正呉氏のシャー
プ再建の手腕が注目されている。ま
た、シャープの例で言えば、経営統
合により、会社そのものが変わり、
それまでの経営課題を解決できるケ
ースもある。
生き残るため、会社も常に変わり
続けなければならない。
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変化できる会社こそが
成長を続け生き残る
総論

会社は変化をしながら成長していく。会社は、
成長を希求し自ら主体的に変わることもあれ
ば、産業・社会構造の変化などで必要に迫
られて変わることもある。また、
トップの交代で、
会社が大きく生まれ変わるケースもある。
本特集では、こうした会社が変わっていく事
象をとらえ、企業成長のヒントを探る。

カルビー社長兼ＣＯＯ

戦後、キャラメルメーカーとして

出発したカルビーは、１９６０年代

までアメの売り上げが６割を占めて

いた。しかし 年、そのアメの販売

長に喘ぐ日本の産業の典型だ。
「か

化に直面している食品業界は、低成

人口減と高齢化による市場の成熟

経常利益は３倍以上の成長

８年間で売上高はほぼ倍増

強さの秘密に迫る。

とによって成長してきたカルビーの

の基盤を作ってきた。〝変わる〟こ

に大ヒット商 品 を 生み出し、 現 在

せん」や「ポテトチップス」など次々

断したのだ。 その後 「かっぱ えび

堅メーカーが多く、「勝てる」 と判

を占めていたあられ。 あられは中

したのが、 当 時、４割の売り上 げ

ったためだ。 逆に経営資源を集中

をやめてしまう。過当競争市場だ
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チャレンジを繰り返し、ヒットから
ロングセラーを生む努力が成長の源泉

伊藤秀二

いとう
・
しゅうじ 1957年福島県生まれ。79年法政大学経営学部卒業。同年カルビー入
社。99年関東事業部長、2001年執行役員、04年取締役執行役員、05年取締役常務
執行役員、09年6月代表取締役社長就任。
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