
謹 賀 新 年

【第２８回　企業情報ネットワーク卓話会】

熊本地震壊滅時被害から真の復興まで
■ 主　　催／㈱企業情報ネットワーク
■ 開催日時／平成３０年１０月１２日（金）　＜１７：００開場、１７：３０開演～２０：００閉会＞
■ 会　　場／熊本県立劇場　地下大会議室　（熊本市中央区大江２－７―１）
■ 出席者数／約１３０人
■ 講座内容／①主催者代表挨拶　　吉田浩希・㈱企業情報ネットワーク副社長　－５分－

②第１部　
　講演　演題　『熊本地震からの復興』　―６０分－
　　　　　　　　　　　　講師：倉橋 篤・郷土料理「青柳」代表取締役社長

③第２部
　Ｐａｒｔ１　演題　『医療・福祉業界の諸問題を斬る』　―３５分－
　　　　　　　　　　　　担当：山下雄一郎・情報部部長
　Ｐａｒｔ２　演題　『県内注目企業　一挙解明』　―３５分－
　　　　　　　　　　　　担当：岡村秀平・調査部次長
　〔司会：立中文雄・㈱企業情報ネットワーク執行役員常務〕
　

約１３０人が出席した第２８回卓話会。
熊本県立劇場での開催は２年ぶり

主催者を代表し挨拶する吉田浩希・副社長
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　弊社は去る１０月１２日、熊本県立劇場（熊本市中央区大江

２丁目）で『㈱企業情報ネットワーク卓話会』を開いた。昨年は、

熊本地震被災による改修工事のため同会場が使用できず、くま

もと県民交流館パレアに場所を変更。県劇での開催は２年ぶり

となった。

　情報誌や電話だけではお伝えすることができない生の情報を

会員の皆様に直接お届けしようと、毎年１０月に開催する当卓

話会は、今回で２８回目。これまでに数多くの地場企業や各種

法人の与信情報をはじめ、県外資本参入の現状などを報告して

きた。また、平成２３年に東日本大震災の義援卓話会を開いた

ほか、平成２８年には、熊本地震からの復興に役立ててもらお

うと、一般社団法人熊本県建設業協会に災害見舞金を贈るなど、

企業の社会的責任を果たすべく、社会貢献への取り組みにも尽

力しています。

　今回の卓話会では、講師に郷土料理「青柳」（同市中央区下

通１丁目）の倉橋 篤・代表取締役社長を講師にお招きし、熊

本地震での被災以降今日に至るまでの歩みをお話しいただく講

演を企画。さらに、熊本地区で問い合わせが多くなっている各

種法人や動向が注目されている企業の極秘情報を弊社の調査担

当者がリレー形式で一挙に紹介する企業情報提供の２部構成と

した。当日は、県内法人の生の情報を得ようと、県内外から企

業経営者など約１３０人が出席、会場は熱気を帯びた。

　定刻の午後５時半を迎え、司会進行役を務める立中文雄・執

行役員常務が「ただいまより第２８回卓話会を開催します」と
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開会を宣言。挨拶の中で

立中常務は「年末まで２

カ月余りとなり、大変お

忙しい中多数お集まり

いただきありがとうご

ざいます」とお礼を述べ

た後、会場での注意事項

や当日の講演内容・タイムスケジュールなどを説明、主催者挨

拶をする弊社の吉田浩希副社長を壇上に招いた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　立中常務の紹介を受け登壇した吉田副社長はその冒頭、「本

日は週末のお忙しい中弊社卓話会にご参加いただき本当にあり

がとうございます」と謝辞を述べた。本題に入り吉田副社長は、

熊本地震から２年半が経過しようとしている県内経済の情勢に

触れ、「復興需要で特に産廃業や解体業などが飛躍的に業績を

伸ばした。また、県外から多くの人が手伝いに来たことで宿泊

業や飲食業、そして車の買い替え需要により県内ディーラーな

ども売り上げを伸ばしており、全体的に景気が回復。この動き

は今も一部では続いている」と説明。しかし一方で、「需要が

低迷しつつある業界も出てきている。さらに、活況な業界にお

いても人材不足に悩まされているのが現状だ」と前置きし、「地

震後に設立された新設企業の中には、工事がずさんだったり、

司会進行役を務める立中文雄・執行役員常務
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前金を渡した後に連絡不通となるなどトラブルを起こす会社が

あるのも事実だ」と現状を報告した。

　熊本地区の企業破綻の状況については、会場で事前に配付し

た独自の資料「熊本県内企業破綻」の内容を示しながら、「今

年１月から６月までの上半期について、この期間における破綻

件数は２３件、負債総額は約４６億３０００万円。前年と比較

すると件数は２件増え、負債総額は約３億７０００万円増加し

ている」と報告。さらに、医療・福祉関係の倒産状況にも触れ、

当該法人の実名を挙げながら「医療業界も徐々に経営が厳しく

なっている」と指摘した。今年９月分までを含めた直近の破綻

状況に関する報告では、「比較的大きな倒産が目立つようになっ

てきている」とひとこと。「来年には消費税増税を控えるなど、

これから景気は徐々に厳しくなっていくと考えられる」との見

通しを語った。さらに、人材不足問題や金融機関による融資体

制の変化にも触れ、「今後は、自社独自の強みを見付け、どの

ようにして生き残っていくのか工夫していくことが今まで以上

に必要になる」と付け加えた。

　続けて吉田副社長は、講師に招いた郷土料理「青柳」の倉橋

篤社長を紹介。「熊本では、熊本地震により残念ながら廃業さ

れた有名な料亭もあります。そのような中で、青柳さんも熊本

地震で甚大な被害を受け、営業を継続することさえままならな

い状態でした。しかし、従業員を解雇することなく雇い続けて

いる企業努力には頭が下がるばかりです」とし、「そのような

取り組みの中に、業種を問わず自社の発展を実現するヒントが
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あるのではないかと考えています」と講演企画の狙いを語った。

最後に「本日の卓話会は長時間になりますが、最後までよろし

くお願いします」と話し、主催者代表の挨拶を閉め括った。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

■第１部　講演

　演題　『熊本地震からの復興』

　〔講師：倉橋 篤・郷土料理「青柳」代表取締役社長〕

■講師　Ｐｒｏｆｉｌｅ

　倉橋 篤（くらはし・あつし）北海道札幌市出身、昭和５１

年４月２７日生まれの４２歳。北海道大学経済学部を卒業後、

㈱大林組（東京都）に入

社。その後、日本料理店

「なだ万」（東京都）で３

年間修業し、妻の母が２

代目社長として経営す

る郷土料理「青柳」（熊

本市中央区下通１丁目）

に勤務。料理人としてのさらなる研鑽を積みながら、平成２５

年代表取締役社長に就任し、現在に至る。

　皆さんこんばんは。ただいまご紹介をいただいた熊本郷土料

理「青柳」の倉橋篤と申します。今日は週末で色々な会合があ

講演を前に挨拶する倉橋 篤・
郷土料理「青柳」代表取締役社長
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るなどお忙しい時にたくさんの方にお越しいただき、本当にあ

りがとうございます。熊本地震からの復興とその後の展開につ

いて、今考えていることなどを交えながらお話しさせていただ

きます。

■脱サラし、２５歳で板前の世界へ

　「青柳」は熊本市中央区下通１丁目にあるのですが、熊本地

震で被災し現在建物を解体中のため、そこから徒歩約１分のビ

ルの１階と２階を借りて営業させていただいています。ランチ

と夜の部があり、創業以来の釜めし、お寿司、和食を中心とし

たミニ会席、季節の会席、郷土料理のほか、熊本城では本丸御

膳という商品を５０食限定で提供させていただいておりました

が、現在熊本城には入れない状態ですのでお店の方で提供して

います。当店では、熊本民謡を習得した若い女の子たちが座敷

を回りおもてなしするというサービスも行っています。私が三

代目となり、法人化してからは４８期目を迎える会社です。

　私は北海道札幌市出身の４２歳、３人兄弟の長男で、高校は

札幌東高校を卒業しました。５歳から大学までずっと剣道をし

ており、今剣道５段です。寒い中、足が凍るようなところでも

裸足でずっと稽古をしていましたので、熊本は全然寒くないと

いう感じです。大学卒業後、大林組に入社。品川にある東京本

社の経理部で仕事をしていました。その時に大林組で一緒に働

いていた妻、今の女将と出会い結婚しました。熊本に来て１４

年になります。
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　結婚を決めた時、妻のお母さん（現在の大女将）に、「結婚

してもいいけど青柳をやるには色々大変よ」ということで２つ

の条件を言われました。まず一つが、板前になること。そして、

経営の勉強をすることが二つ目の条件でした。そういう状況の

中で、現在の女将とともに大林組を寿退社し、「なだ万」とい

う東京の料亭で私は板前、妻は仲居さんとして修業をさせてい

ただくことになりました。

　脱サラし２５歳で板前の世界に入ったため、周りの人に比べ

完全に遅入りのような状態でした。控え室には自分のロッカー

がなく、「どうやって着替えればいいんですか」と聞くと、「ど

うせすぐ帰るでしょ。適当にやっておけばいいよ」といった感

じでした。板前さんの修業として賄い料理を作るのですが、何

をどうやって作っていいか分かりません。最初に肉じゃがを

作った時は、緊張し過ぎて肉を入れ忘れ、「お前、これは肉じゃ

がでなく“じゃがじゃが”だ」みたいに言われるなど、失敗を

しながら頑張っていました。でも、あの時の「絶対に見返して

やるぞ」という気持ちは、今でも思い出す時があります。

　現場は男社会、縦社会でしたので、失敗をすると熱々のフラ

イパンが飛んできたり包丁の柄で突かれたりすることもありま

した。ただここで、剣道で培っていた根性が生かされました。

今では、剣道をしていたことにすごく感謝しています。

　その後、事情があり熊本に来ることになりました。「後継者

としての経営の勉強をしなさい」ということで、起業家養成ス

クールで１年間学ばせてもらい、常務を経て、平成２６年に社
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長に就任。「今から労働環境の整備やお店の仕組みづくりをし、

良い会社を作っていこう」という時に、熊本地震が起きました。

■熊本地震から学んだ使命感

　熊本地震では、当店も大きな被害を受け、売り上げがない中

でどうやって復旧させていくか、みんなで考えました。できる

ことから始めよう、ということになった時、私たちには食材が

あり、料理の技術があるので、まずは困っている人たちのとこ

ろに行き炊き出しをしようということになりました。しかし、

毎日朝から店に来て片付けをし、炊き出しもする中で、ある社

員さんから「何で炊き出しをするんですか。私たちも被災者で

す」との疑問の声が投げかけられたのです。“あれをやろう、

これをしよう”と行っていたことが、ただの押し付けになって

いたのかもしれません。当店には「親和　勇気　真心」という

３つの社訓があり、「お客様の喜びが、私たちの幸せ」という

熊本地震被災から復興に至るまでの歩みを説明

－ 8－



謹 賀 新 年

考えを経営理念に掲げています。お客様に喜びを与えるお役立

ち企業になるために震災復興に取り組もう。この考えの真意を

みんなで考え、その思いを共有することができました。

　当店には、県内の方はもちろん、旅行や仕事で来熊された県

外や海外の方々も数多く来店されますが、県外から来た方々に

熊本を好きになってもらうためのお出迎えやリピーターづくり

の場所としての役割も担っていると感じています。熊本を訪れ

る人に、人とのふれあいや郷土料理を振る舞うことで熊本を好

きになってもらえるように、郷土料理をどんどん追求していき

たい。そのためには、日常の業務をただこなすだけでなく、人

財育成と仕組みづくりが大切になると考えています。

■理想の会社となるために

　本震から２５日後に本館の一部のみ営業を再開しましたが、

困難に直面してもみんなで復興しようと思い、従業員は解雇し

ませんでした。しかし、３店舗にはそれぞれ店長や料理長がい

ます。各ポストに適任なのは誰なのかということを改めて考え、

適正人事の再検討を行いました。さらに、社風をよくするため

に、①半期ごとの経営方針発表、②部門方針発表・委員会活動、

③毎日１５時１０分から１５時３０分の全体朝礼、④毎月１回

の理念と経営・共に学ぶ会、⑤毎週１回の英会話レッスン、⑥

毎週１回のクッキングスクール、⑦サプライズ！スタッフ誕生

会、⑧年度末（年２回）の表彰式－という８つの取り組みを実

践することにしました。

－ 9－



謹 賀 新 年

　今後の課題は、熊本を好きになっていただくためのサービス・

商品づくりです。商品開発やサービスの在り方について、どん

どん新しいものを生んでいきたと思っています。また、飲食サー

ビス業従事者の社会的地位を上げることも、大きな課題です。

板前さんや接客担当者の平均賃金や福利厚生は、他の業種と比

べまだまだ満足がいくものにはなっていないと感じています。

ヨーロッパやアメリカには、サイン会を開くなどスター性のあ

るシェフが多数おり、社会的地位も高い。東京には有名なシェ

フが数多くいますが、熊本はまだそこまではいっていないと感

じています。「飲食店で働いてみたい」、「料理人ってかっこいい」

と多くの人に思われるよう、従業員の社会的地位を上げていき

たいと思っています。これらの課題克服に取り組み、子や孫の

代までつながっていくような１００年企業を目指したいと考え

ています。

　現在、当店は仮店舗での営業という状況で皆様にはご迷惑を倉橋社長は、スクリーンを使いながら現在の店舗での取り組みなどを紹介した
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おかけしていますが、来年中には新しい店舗がオープンする予

定です。今後とも「青柳」をどうぞよろしくお願い致します。

ご清聴ありがとうございました。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　倉橋社長は今回の講演を通し、熊本地震で直面した店舗被災

や営業再開・内部体制の強化などに向けた取り組みなどを時系

列で紹介。今後の課題や展望などについて自らの考えを語った。

スクリーンには、講演内容に即した写真画像などを映し出し、

臨場感を創出。その熱っぽい講演内容に、出席者らは静かに聞

き入っていた。倉橋社長による約１時間にわたる講演が終わる

と、会場から惜しみない拍手が送られた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

■第 2 部　Ｐａｒｔ 1

　演題　『医療・福祉業界の諸問題を斬る』

〔担当：山下雄一郎・情報部部長〕

　第１部での倉橋社長の講演終了後、約１０分間の休憩をはさ

み、立中常務が卓話会の再開を告知。第２部では、動向が注目

されている県内法人の与信情報を、弊社調査員２人によるリ

レー形式で構成した。立中常務の紹介を受け、第２部のＰａｒ
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ｔ１で講師を務める山下雄一郎・情報部部長が登壇。『医療・

福祉業界の諸問題を斬る』を演題に掲げ、医療・福祉事業を手

掛ける県内法人の直近の動向と今後の課題・展望について説明

する講演に移った。

　山下部長は、講演の冒頭で「普段の卓話会とは趣きを変え、

弊社の情報誌ではほぼ採り上げたことがない医療・福祉業界に

焦点を当て講演をさせていただきます」と講演の概要を予告。

「医療機関の破産や民事再生法適用申請などにより、実際に焦

げ付きが発生した弊社のお取引先もある。病院だから取引して

も大丈夫というのは既に間違いです」と注意を促した。

　壇上のスクリーンに当該法人の概要を表示しながら、本題へ。

まず、クリニックを経営する中央区の医療法人に関して、「支

払いに関する問い合わ

せが頻発しており、財務

的には債務超過状態に

ある」と報告。同法人が

擁する複数の関連企業

に関する財務状況にも

言及し、「賃金未払いに

関する裁判案件を抱えていたこともあり、グループ企業を含め

た今後の動向を注視する必要がある」との見解を示した。介護

施設を運営する東区の医療法人については、熊本地震による診

療停止や代表者の高齢化などを主要因に、売却に踏み切った背

景を説明。特別養護老人ホームや障害者支援施設などを経営す

山下雄一郎・情報部部長
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る南区の社会福祉法人の現状報告では、介護・医療従事者によ

る施設利用者への不適切な行為を糾弾する場面も。「問題を看

過した責任は非常に重い。問題が発生した際には、積極的に問

題解決に当たることが望ましい」などと、事後処理の重要性を

訴えた。

　このほか、債務超過で身売りの噂が絶えなかった中央区の医

療法人をはじめ、新病

院の新築・開院で借入

金が急増している北区

の医療法人などの経営

状況を詳説。中央区の

病棟移転に端を発し、

複数の医療法人が関わる事案に関しては、当該法人個々の経営

状況にも触れ、今後の見通しを説明した。

　同講演では、熊本市内を中心に、県南や阿蘇地区の社会福祉

法人の経営概況も報告した。当該法人が経営する各種施設名を

具体的に列挙し、その負債状況など経営情報を細かく説明。取

材で得た情報を分かりやすく解説し、照会が多発している医療・

福祉機関の現状を明らかにした。

　「時間的な制約もあり、今回は１２施設に絞り各施設の情報

をお話ししましたが、今回ご報告した案件以外にも各種情報を

得ています。弊社の担当者を通じてお問い合わせいただければ

と思います」と山下部長。「熊本地震に際しては、医療機関に

も熊本の復興にご尽力いただきました。経営危機にある施設だ取材現場でのやり取りなども交え、当該法人の現状を報告
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けでなく、医療や介護を地道に提供している法人がほとんどで

すので、これらの業界を色眼鏡で見るのだけはやめていただく

ようお願いします」と話し、講演を終えた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

■第２部　Ｐａｒｔ 2

　演題　『県内注目企業　一挙解明』

［担当 : 岡村秀平・調査部次長］

　山下部長の講演後、司会の立中常務が「県内企業を中心に

１６社の経営状況をご報告します」と前置きし、弊社調査部

の岡村秀平次長を紹介。

『県内注目企業　一挙解

明』をタイトルに冠した

岡村次長の講演に移っ

た。

　壇上に上がった岡村

次長は講演を前に、紹介

予定企業の所在地や設立年月をはじめ、資本金や年商などを予

め記入した参考資料の内容を確認するよう求め、メモなどとし

ての活用を促しチェック企業の説明に入った。

　本題に入り岡村次長は、資金面に関する問い合わせが多発し

ている宇城市の土木工事業者について、「調査した結果、決済

岡村秀平・調査部次長
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不調はなかった」と報告。内部留保の金額を示し、「企業規模

相応の体力はある」とした上で、「決算内容の信憑性が疑われ

ている」とも話し、取引する上での注意点を示した。熊本地震

に関する災害復旧工事や民間受注で業績の拡大を図っている菊

池市の老舗土木工事業者に関しては、「夏ごろに支払い面に関

する問い合わせが散発した」と報告。「人材不足の時期を迎え

ており、取引先の動向も含め注目を集めている」と語り、調査

現場での感触を交え、その実態をつぶさに説明した。

　熊本市の建機レンタル・販売業者の説明では、動産引き渡し

請求事案にまつわる複雑な取引実態を解説。「被告企業として

社名が表に出てしまったことが実質的な損害になっている模

様」とし、社会的な企業イメージが落ちることへの懸念を示し

た。さらに、熊本地震からの復興需要増大を背景に、赤字体質

からの脱却を図り急成長を遂げている熊本市内の解体工事業者

に関しては、「地震による公費解体の進捗状況は今年３月末現

在で９９．９％となっており、解体特需は終息に近い状態になっ

ている」とし、「最近では、資金繰りに関する問い合わせが聞

かれるようになってきた」と報告。「今後一段と警戒を要する

状態になっている」と注意を喚起した。

　このほか、熊本市の通信販売会社については「看板商品に次

ぐ新たなヒット商品の創出が必要」、同じく熊本市のゲームソ

フト開発業者に対しては「ゲーム業界のすさまじい進歩への対

応が課題だ」などと話し、九州でも屈指の業績を誇る両社に再

起への期待を表明する場面もあった。
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　岡村次長は、当該法人の売上高や利益額をはじめ、自己資本

比率などあらゆる指標を駆使し、その経営の実情を検証。借入

金の対月商比や売掛金・買掛金の有無などに至るまで情報を公

開し、その実態解明に尽力した。建設・関連業界を中心に、サー

ビス業や卸小売業など多業種にわたり注目企業の現状を報告し

たほか、資本金３００万円から１億円までと企業規模の大小に

関わらず、問い合わせが頻発し取引業者への影響が懸念される

企業の経営実態を詳細にわたり解説、今後の留意点などを個別

具体的に提示した。

　３５分の限られた時間内で、噂の絶えない企業１６社を紹介

した岡村次長は、最後に「熊本地震以降、人材不足などの問題

から前金を支払ったり騙されて焦げ付くケースが多く見られる

など、まだまだ特殊な状況下にある」とし、続けて「取引の際

は遠慮なくお問い合わせをいただければと思います」とひとこ

と。「長時間ご清聴いただき、ありがとうございました」と謝

真剣な表情で講演に聞き入る出席者
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意を述べ、温かな拍手を受けながら降壇した。調査担当２人に

よるリレー形式での与信情報の報告を終了、計７０分にわたる

講話は終演を迎えた。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

　司会進行役を務めた立中常務は、当卓話会を総括する挨拶の

中で「熊本地震で県民は本当に大変な目に遭いました。これま

での２年半の間に、熊本は復興需要の影響で公共工事や民間工

事の仕事量が増えたのは事実」としながらも、需要の見通しに

ついては「仕事量が減ることが現実的になっており、これから

は倒産する会社が必ず増えてくる」とひとこと。「焦げ付きが

発生しないよう、今後の取引の際には遠慮なく弊社に問い合わ

せをしていただきたい」と話し、与信情報管理の大切さを訴え

た。最後に「長時間にわたりご清聴いただき、本当にありがと

うございました」と来場者に感謝の意を伝え、第２８回卓話会

は盛況のうちに閉幕した。

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

第２８回卓話会を終えて…

　過日開催した第２８回企業情報ネットワーク卓話会では、県

内外の各地から多数ご出席をいただき、本当にありがとうござ

いました。
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弊社は、事業運営に有用な各種情報を提供する“経営の情報パー

トナー”として、皆様のお役に立てるよう日々努力を重ねてお

ります。平成元年１０月に会社を創立して以降、この姿勢に揺

るぎはありません。企業情報の調査・収集活動をさらに推進し、

正確かつ迅速な情報提供の実現に努める所存です。

　取引先の与信管理をはじめ、新規営業先の経営状況の事前把

握など、お客様のご要望は多岐にわたっています。皆様のニー

ズにいち早くお応えするとともに、直接取材を基本に据え、こ

れからの事業活動にも真摯に取り組んで参ります。今後も、こ

れまでと同様にご指導・ご協力をいただければ幸いに存じます。

　このたびは、年末を控えご多忙中にもかかわらず当卓話会に

ご出席を賜り、誠にありがとうございました。心より厚く御礼

申し上げます。

週末にも関わらず、県内外から多数ご来場いただき誠にありがとうございました
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