
事業承継の推進方法の過去の実施例

１ 社内変革の実施項目とスケジュールの設定

→ 教授による、関係者からのヒアリングと、変革実施計画案の作成

（変革実施計画案は下記の経営課題検討会で徹底討議する。）

→ 達成目標と役割分担などに沿った顧問契約の締結

→ 全社員への研修にあわせて、変革実施計画と、その進捗を全社に周知

２ 変革推進体制の設定 →社内体制変革の経営課題検討会と事務局の設定

３ 経営課題検討会（２回／月）と社員研修を平行して実施

→ 研修対象者、研修カリキュラム、実施時間帯を設定

…………………………（役割分担の例）…………………………………………

教授側での実施事項は、研修講師、毎回の議題の設定と主要資料の作成、

宿題の様式化、議事録の修正、スケジュール管理、事務局指導などとなる。

経営課題検討会では、議長＆進行役となって進める。

企業側での実施事項は、議事録の作成（理解度を見るためにも必要）、資料

の会議への提起、議題管理、社内調整などが中心となる。

【実施方法の骨子の例】１ 気にはかかっており検討と行動を必要とする、具体化しない事柄について、

外圧的な強制力を利用して、計画的に進めて、実現を図る。

２ 客観的な第三者の目に基づいて、外部の知恵をよりどころとして、当事者で

は進まない事柄を、産学連携で実現させる。

【目的】

（大学）（自社）

経営者

経営陣
中間管理職

一般社員

ビジネスに没頭すると
自分のことがわからなくなる。

大学教授
（第３者の目）

社員ヒアリングによる
経営者の問題を把握

直言

【第３者の目の活用法】

直接は言えない
聞いてもらえない

固有名詞はすべてカットした形で、社会人大学院などの教材に

させていただくことを条件に、教授による顧問活動を行う。

事務局

議長： 教授

教授

メール相談
会議資料作成
議事録チェック
スケジュール管理
事務局指導

議題管理
資料準備
議事録作成

【経営課題検討会】

経営層＋αのメンバ

事務局の育成

ご連絡先メールアドレス： kodama@isc.chubu.ac.jp
中部大学 教授 児玉充晴

 



事業承継実施スケジュールの例 （最低２年はかかります）

課題項目と詳細内容 担当者 1/4半期 2/4半期 3/4半期 4/4半期 次年度

１ 社長と○○の承継業務の洗い出しとアクションプラン

(1) 創業家で承継すべき必須業務の区分

(2) 業務別優先度と承継方法の検討、実施計画の検討

① 創業家、 ② 経営層 ③ 後継者の先の後継

(3) 作業要素のアウトソーシング先

２ ○○幹部社員の承継業務の洗い出しとアクションプラン

(1) 後継実施体制の検討

(2) 業務別優先度と承継方法の検討、実施計画の検討

(3) 適任者のサーベイと玉突き後継体制の検討

① 業務承継検討シート

② 仕事と作業の区分の検討様式

３ 分割後継実施方法の事前検討

(1) 有資格者の調査と後継体制の検討

(2) 後継者への承継業務の分割方法の検討 →権限委譲へ

３ 後継人材への事前の人事ヒアリングと、人事発令

(1) 関係者の持って生まれた宿命に基づく体制検討

(2) ヒアリングでの本人意思の確認と後継体制の検討

(3) 人事発令後の後継アクションプランの検討

４ 発令者への空き稼働の創出に向けた実施計画の策定

(1) 発令者への玉突き後継計画の策定

(2) 「仕事と作業の区分」の玉突き対象者までの具体化

５ 権限移譲の検討

(1) 委譲すべき権限のたな卸し

(2) 誰から誰にどのように権限委譲してゆくか？の計画策定

６ 後継スケジュールの発令者への個人別の設定

(1) 後継業務の優先順位の設定

(2) 具体的な実施方法（ＨＯＷ）の検討とスケジューリング

７ 後継が確実に行われているかどうかを管理する仕組み

(1) 発令者のミッションファイルへの入れ込みの検討

(2) 管理責任評価表への組み入れと管理する仕組み

(3) 確実に行われない場合の課題解決の場の設定

（実績のある論文概要）

中部大学 経営情報学部論集 第26巻第1・2号 pp.1-20
（平成24年７月発表） 児玉 充晴

「中小企業における民主的な企業変革方法について」

過去に多く提起されてきた、欧米系のトップダウン型の企業変
革手法を脱却して、情報化時代に適合した、社員の自発性に基
づく、トップとボトムが連動した民主主義的な企業変革活動の有
効性を、２つの事例を研究することで論じている。

２年程度のスケジュールを設定！

 



会社の概要 会社の事情と実施概要

１ 東京都の電

波関連会社

（120名）

社長に跡継ぎが居らず、幹部育成のための連続のマ

ネジメント講義と宿題から、経営者の潜在能力のある

後継社員を見つけ出し、事業承継体制を作った。

２ 岐阜県の食

品専門会社

（80名）

息子がいるが、青年会議所の活動に逃げていた。息

子はカリスマ社長から見て適性が無いため、事業の

集団マネジメント体制を社内納得の上で作った。

３ 愛知県の病

院向けリース

会社（30名）

「自分自身が会社のルール」という超ワンマン社長の

３年後の引退表明を受けて、息子が社長の判断集を

社内ルール化して、父親の納得づくで事業継承した。

４ 京都府の陶

磁器会社

（5名）

入り婿で入った後継者が、抜群の営業能力のある義

父のノウハウをホームページでの販売に乗せ代えて、

海外も含めて売れる仕組みを作った。

５ 京都の住宅

販売会社

（10名）

成功体験のある父親の後を継承する息子が、時代に

マッチした超低価格住宅の建設と販売のノウハウを

習得して、業績をあげることで事業承継を成功させた。

６ 愛知県の板

金業者

（15名）

ＭＢＡに入学した息子が、教授の指導のもとで自社の

強みに基づくＤＭとホームページの連携営業体制を

作りあげ、実績をあげて事業承継した。

７ 岐阜県の清

掃会社

（80名）

幹部３名での集団マネジメント体制が高齢化してきた

ため、社内からマネジメント適性人材を研修と宿題に

より抽出し、跡取り娘も含めた事業承継体制を作った。

８ 愛知県の環

境関連会社

（400名）

有能経営者の高齢化に伴い、２年後の引退表明によ

り社内に危機感を作り、研修と宿題などにより社内か

ら経営適性人材を抽出して、事業承継体制を作った。

【独自理論に基づく事業承継の実施実績】

（ ）内は社員数

【事業承継セミナー実施の実績（平成23年度～今年度）】

実施機関 実施方法や対象者

1 千葉板金業組合 2代目の跡取り息子向けに開催

2 尾西信用金庫 若手経営者候補向けに実施

3 岡崎信用金庫 若手経営者候補向けに実施（7年目）

4 大府商工会議所 製造業部会へのMBA 出前講義

5 京都商工連合会 実践経営大学としての個社別指導

6 岐阜信用金庫 若手経営者候補向けに実施

7 十六銀行 青年重役会のメンバーへ実施

8 瑞浪商工会議所 若手経営者候補向けに実施

9 瀬戸信用金庫 瀬戸商工会議所と共催で実施

10 春日井商工会議所 KASUGAI産学交流プラザと共催

11 京都商工会議所 「知恵産業」の推進事業の一環

12 一宮商工会議所 青年部の企業の未来創造委員会主催

【下記の7項、8項の事例紹介は別紙】

事業承継の実施実績、セミナーの実績、無料相談のご案内

【無料相談のご紹介】

過去約４００社の相談実績があります！

(1) 相談結果は固有名詞を抜いて、講義での教材にさせていただきます。

（無料で実施させていただく理由）

(2) 自宅のある千葉県八千代市と、大学に近い企業を優先します。

（千葉県内または東京都区内と、東海地域を優先実施）

(3) お問い合わせメールでの対応の結果、講義の教材に適さない場合は、

お断りすることもあります。

無料相談のお申し込みメールアドレス： kodama@isc.chubu.ac.jp

 



事業承継実現事例の紹介

事例１： 業績が安定している地方の清掃会社の事例
（社員数：８０名）

１ 困りごと

(1) 同じ年齢層（６０歳過ぎ)である経営の中核である社長と常務
の後継が問題。
(2) 営業のお客様人脈の後継が緊急の課題。

２ きっかけ、選定理由

(1) 中核となる経営層が３人いるが、いずれも高齢化が進んでい
て、後継体制が後回しで全くできていない。
(2) 創業家には2人の娘がいる。姉が入社したが、会社になじま
ず、退社して母親である専務が焦っていた。
(3) この地方の商工会議所でマネジメントセミナーを聞いて社長
の妻で専務から「指導してほしい旨」の打診をすることとなった。
(4) 実施内容とスケジュール、活動内容と報酬が合意できたので、
コンサルをお願いすることになった。

３ 実施内容の概要

(1) 経営幹部との懇談の後に、社内の主だった人を選んでいただ
き、様式に沿ってヒアリングを実施した。上層部の考え方と一般
社員の抱える問題点などを比較調査して、検討課題をより具体
化することにある。
(2) 課題解決の実行計画を作って、２回／月の定例会で地道な
課題解決を実行する体制を作った。
(3) マネジメント研修を行って、マネジメント適格者を抽出して、実
際の玉突きでの後継人材を設定し、さらに、組織して、社内変革
の実施体制を作った。
(4) 根性があり経営の適性がある、妹が継ぐことで転職して入社
し、若手の後継メンバと一緒に研鑽することで、育成が図れ、意
識付けもできた。

４ 実施した結果

(1) マネジメントルール（キャリアパス、評価法、育成制度、給与
制度、賞罰規定など）の不備が、仕組みでマネジメントすること
による後継体制整備ができていなかった原因であることから、こ
の整備を行った。
(2) 実施後、約２年で後継体制のめどを付けるとともに、給与制
度の改革、社員評価制度などを根付かせることができた。
(3) 将来の後継が明確になったことから社員が安心して仕事がで
きる体制が構築でき、マネジメントの仕組みがやりがいのある職
場実現した。

事例２： 水処理を中心とする環境関連会社の事例
（社員数：４００名）

１ 困りごと

(1) 有能ワンマン社長の高齢化に伴い、後継者が育成されていない
ことが判明。
(2) ２年後を引退時期に決めている社長には第三者による、後継体

制構築が必要であった。

２ きっかけ、選定理由

(1) あるパーティに出席したところ、講師の先生が隣に座ったことか
ら話が弾んだ。上記の会社の実績から心を動かされ、自社に対し
てもコンサルをしてほしい旨の話をした。
(2) 実施内容とスケジュール、活動内容と報酬が希望通りだったの

で、コンサルをお願いすることになった。
(3) 目先の仕事にとらわれていたマネジメント体制を変革するため、
本人の適性に応じた権限移譲を行うことから始めることとした。

３ 実施内容の概要

(1) マネジメントの仕組みがある程度出来上がっているが、形骸化し
て新しい時代に合ったマネジメントの仕組みが求められていたため、

これに即した検討課題を設定した。
(2) マネジメント研修でのグループディスカッションや本人希望を書
いてもらう宿題を分析するとともに、四柱推命から判断した適性を
もとに、後継体制を設定した。

(3) 社長からのトップダウン打ち合わせを極力少なくするマネジメント
の仕組みを導入して、自らの権限と責任を設定して、考える力とマ
ネジメントルール基づく自発的な事業運営ができるようにした。

４ 実施した結果

(1) 形骸化した社内の仕組みの、次世代に適合した内容に変革した。
(2) トップダウン、ワンマン社長からの指示だし形式から、権限委譲

とマネジメントルールに基づく自発的な、経営環境に移行したこと
から、社員のモチベーションも向上した。
(3) １年で後継人事を発表して、その後の１年で根付くかどうかを検
証した。これがうまくいったため、社長は会長へ昇格して、新社長に

無事バトンタッチされた。

 


