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　アメリカの動向が日本におよぼす影響は大きく、常
に関心を持つことが重要だと思います。

第1599回例会　11月17日  
　秋が深まり気温の低下とともに新型コロナウィルス
の感染者が急増しており、第三波が到来したようで
す。皆様にはこれまで以上に感染対策を実施して頂く
よう宜しくお願いします。
　さて、菅内閣がスタートして早や２ヶ月近く経過し
ました。菅内閣の重点施策にデジタル化があり、河野
行政改革担当大臣が声高に「脱はんこ」を宣言されま
した。この今話題の「はんこ」について調べたところ、
「2019年度図書館を使った調べる学習コンクール」で
文部科学大臣賞を受賞した小学４年生の作品「はん
こってなんで押さなきゃいけないの？」というのが
ありました。『お母さんの「はんこ」がないとプール
にはいれないのはなんでだろう？』という疑問をきっ
かけに調べた50ページにおよぶ大作です。「はんこ」
の歴史と「はんこ」の役割、「はんこ」の作り方、文
字の種類、電子認証など細部にわたり調査・研究し
てあり、大変勉強になりましたのでその要約を紹介し
ます。
　「はんこ」は正式には「印章」と言い本体を指します。
「はんこ」を紙に押し当て写った形を「印影」と言い、
印影と印章の所有者を一致させるために登録させた台
帳を「鑑（かがみ）」と言うことから、役所に登録し
た印影のことを「印鑑」と言う様になりました。明治
６年10月１日に印鑑登録制度ができたことから10月１
日が「印章の日」となっています。
　「はんこ」と言う呼び方は江戸時代に発展した版行
（板を掘って転写し書物などを発行する技術）から音
変化で「はんこ」と呼ばれるようになりました。
　「はんこ」の発祥は紀元前5000年頃のメソポタミア
で、財産保管の際の「鍵（護符）」として使われたも
ので、日本に現存する最古のものは西暦57年に中国皇
帝から贈られた「金印」漢委奴国王印（かんのわのな
のこくおういん）です。
　メソポタミアからヨーロッパ、アジアへと伝わった
「はんこ」ですが、はんこ制度が残る国は日本と台湾
だけです。アルファベットでは偽物が作られやすいた
め、ヨーロッパではんこ文化は根付かなかったようで
す。韓国は日本統治時代に「はんこ制度」が取り入れ
られたものの、ハングルもアルファベットと同様偽物
が作りやすいこともあり、2014年に撤廃され、今は「虹
彩（こうさい）認証」「静脈認証」が採用されています。
　日本でも2019年５月成立のデジタルファースト法で
ネットでの申請の道が開かれました。そして今回の菅
政権の施策で「はんこ」制度も大きな変革の時を迎え
ており、今後どうなるか関心の深いところです。尚印
章業界の市場規模は約3,000億円、はんこ屋さんは約
１万軒と言われます。2000年に渡り使用され定着して
きた日本の「はんこ」文化が今後どのような形で残っ
て行くか興味深いものです。

第1598回例会　11月10日  
　11月３日、米国の大統領選挙が行われました。結果
は民主党ジョー・バイデン候補が選挙人の過半数を制
し勝利宣言をしましたが、トランプ大統領は負けを認
めず、裁判に持ち込もうとしており最終決定までには
暫く時間がかかりそうです。１年以上に渡る選挙戦で
は相手候補を徹底的にけなすなど、民主主義の聖地と
もいえるアメリカ合衆国の選挙がこのような展開にな
るとは驚きです。
　トランプ大統領の政治姿勢については皆さんご存知
と思いますので、バイデン候補がどのような政策を掲
げているか調べてみました。

①�人種問題については差別解消への努力と警察改革へ
の積極投資
②�新型コロナウイルス対策は、誰もが検査・予防・治
療を無償で受けられる態勢整備を提言、WHOへの
復帰、経済再開には８段階の計画を提示し慎重姿勢
③�医療保険制度はオバマケアの拡充
④�同盟国との関係は、アメリカ一国主義ではなく同盟
関係を強化
⑤�外交・安全保障政策ではアメリカの指導力を取り戻
す
⑥�中国政策は貿易・人権問題は厳しく対応するが、気
候変動・核拡散等については協調の道を探る
⑦�北朝鮮との首脳会談については否定的
⑧�ロシアについては対立姿勢
⑨�中東政策はイランとの核合意復帰、イスラエルとの
関係は重視するがパレスチナとも協議
⑩�雇用政策はインフラ投資、先端技術開発等で500万
人の雇用創出、最低賃金引き上げ
⑪�税制は法人税率21％から28％へアップ、富裕層への
増税
⑫�移民政策は適切な入国管理をおこなったうえで移民
受け入れ
⑬�教育政策は大学の学費引き下げ、低所得者の教育
ローン返済免除と学費補助の増額、公立学校の立て
直し、学区間の教育格差是正
⑭�環境政策はパリ協定復帰、2050年までに温室効果ガ
スゼロを目指す
⑮�その他、銃規制、LGBTの権利拡大に前向き

等、穏健な政策となっている様に思います。対日政策
についてはこれまで殆ど発言されていません。株式市
場ではバイデン氏が大統領になると株価が下がるとの
予測が多かったのですが、今のところ巨額の経済対策
を期待して値上がりしています。
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カードの機能の搭載を実現したい意向を示されてい
ます。
　諸外国の先進事例として旧ソ連バルト三国の一つ
のエストニアがあります。エストニアでは国民の99％
がカードを保有しています。電子化の最大のメリッ
トはワンス・オンリーの原則、すなわち一度提出し
た情報は二度以上聞かれないということで、例えば
自宅からオンラインで住所変更、病院はデーターベー
スから必要情報を入手できることから問診票を書く
必要はない、税務申告、会社設立、教育期間への申
し込みなどもオンラインでできる、又交通機関の割
引とかスーパー・レストランのポイント付与などあ
らゆる民間・行政サービスを受けることができるそう
です。
　エストニアと同じレベルのIDカードシステムが確
立できれば、新型コロナの各種給付金の支給でも簡単
かつ低コストで行うことができたと思います。日本で
マイナンバーカードの普及が遅れている原因は、カー
ドの安全性・セキュリティーの問題と利便性不足の２
点だと思いますが、最も大きな原因はデジタル化に対
する漠然とした不安と食わず嫌いではないでしょう
か。電子立国として最先端を進んでいた我が国がいつ
のまにかIT後進国と言われるようになった原因もこ
のあたりにあるように思います。

第1600回例会　11月24日  
　皆さんマイナンバーカードを取得されていますか。
政府はマイナンバーカードの普及加速に注力してお
り。カード取得者への上限5,000円のマイナポイント
付与などの施策を進めていますが、普及率は２割程度
にとどまっています。
　デジタル改革担当の平井大臣は、「マイナンバー
カードを国民の皆さん全てが取得していただくよう、
担当大臣としてお願いしたい。」「これからデジタル社
会を推進していくに当たり、個人情報の保護やプライ
バシーといったセキュリティーの問題に対処していく
ことは非常に重要だが、それ以前にまず国民一人ひと
りがIDをきちんと保持していることが、デジタル社
会を健全に運営していくための必須の条件となる。
IDによって本人確認ができ、それに対して国がトラ
ストアンカーとしてサポートしていくことにより、安
全で安心な環境でさまざまなサービスやビジネスが行
われるようになるからだ。」と発言され、マイナンバー
カードの利便性拡大のため2021年３月には健康保険証
の機能を加え一体化し、医療機関・薬局で患者本人の
確認をできるようにする。2026年までに運転免許証と
の一体化により免許更新時の書類提出や講習のオン
ライン化、警察への住所変更届の不要化を実現する。
又2022年度中にはスマートフォンへのマイナンバー
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例　会　記　録
第1598回例会� 11月10日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

国歌斉唱　われらの生業
新会員入会式
　李　志翔会員
　（クレジオ・パートナーズ㈱　代表取締役）
　推薦者：杉川　聡会員・河原英二会員

　入会挨拶
　李志翔（リチサン）と申します。
　昭和56年生まれの39歳です。
　松坂世代の一つ下で、小泉進次郎環境大臣が同世代
です。
　「進次郎世代の李さん」とお気軽に声を掛けて頂け
れば嬉しいです。
　日本生まれ日本育ち、国籍は韓国です。
　血統は、８分の３は日本、８分の５は韓国です。
　韓国語は「読む書く聞く話す」いずれもできます（つ
もりです）。
　残念ながら、ソウルで本場韓国人に一生懸命韓国語
で話しかけても、ほぼ100％日本語で返されます。
　人生最後に食べたい食べ物は、お好み焼き（広島流）
で、最後に飲みたい飲み物は日本酒です。
　子供は３人です。妻は１人です。
　普段はクレジオパートナーズ株式会社というM&A

と事業承継の専門コンサルティング会社を経営してい
ます。
　この度は広島西南ロータリークラブへ入会させて頂
きまして、誠にありがとうございました。
　皆様と一緒に、ロータリー活動を楽しませて頂きた
いと思います。
　これからどうぞよろしくお願い致します。
お誕生記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　��ロータリーの友誌・ガバナー月信配布の案内。／
ロータリーレート変更の案内（１ドル＝105円→104
円、11月から）。／ロータリー財団からの2019-20年
度EREYクラブ・100％ロータリー財団寄付クラブ
バナー、End�Polio�Now感謝状の受付掲示の案内。
／会場費都合による100万ドル食事増加で発生した
資金余剰分について、S.A.A.委員会から次週の出席
会員へのプチお土産準備の案内。／例会変更。／例
会終了後、理事役員会開催。／本日18：30～パスト
会長会をANAホテル５Ｆで開催。

スマイルボックス
　折本　緑会員、小野　誠会員
出席報告
　会員数�70名　出　席�55名（うちZoom出席２名）
　　　　�　　　欠　席�15名　来　客�� 0名
プログラム
月間卓話
　「ロータリー財団について」
　山下哲夫ロータリー財団委員長

広島⻄南ロータリークラブ
地区補助⾦活⽤事業

過去数年の広島西南ロータリークラブの地区補助金
を活用した事業を紹介します。

ロータリー財団
地区補助⾦事業について

令和２年１１⽉１０⽇（⽕）

ロータリー財団の補助⾦
ロータリー財団は、ロータリアンが世界各地で実施
する幅広いプロジェクト、奨学金、研修活動を支援す
るための補助金を提供しています。

補助金には、
「地地区区補補助助金金」

と
「ググロローーババルル補補助助金金」の２種類があります。

2014－15年度地区補助⾦事業

事業概要
「心臓病の子供を守る会」支援プ
ロジェクト 親子デイキャンプ

実施時期 2014年10月12日

実施場所
広島市森林公園
（広島市東区）

プロジェクト資金
補助金申請額：140,000円
クラブ資金：145,000円

支出総額 285,000円

2013－14年度地区補助⾦事業

事業概要

「「東東北北ままちち物物語語紙紙芝芝居居化化110000本本
ププロロジジェェククトト」」

東東日日本本大大震震災災のの被被災災地地にに古古くくかか
らら伝伝わわるる物物語語をを掘掘りり起起ここししてて紙紙
芝芝居居化化しし、、紙紙芝芝居居110000本本をを寄寄贈贈

実施時期
2015年7月1日～2016年2月28日
（現地訪問 2014年１月18日～20日）

実施場所 東日本大震災被災地

プロジェクト資金
補助金申請額：300,000円
クラブ資金：310,000円

支出総額 610,000円

2015－16年度地区補助⾦事業

事業概要
児童養護施設「津田子供の家」
の子供達の国際文化交流体験
（ミニミニ外国）

実施時期 2015年10月18日

実施場所
広島マリーナホップ イベントス
ペース
（広島市西区）

プロジェクト資金
補助金申請額：260,000円
クラブ資金：271,180円

支出総額 531,180円
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2017－18年度地区補助⾦事業

事業概要
障害者支援施設「愛命園」へ焼
き芋機を寄贈

実施時期 2017年11月23日

実施場所
障害者支援施設「愛命園」
（広島市佐伯区）

プロジェクト資金
補助金申請額：95,682円
クラブ資金：106,278円

支出総額 201,960円

2016－17年度地区補助⾦事業

事業概要 点字グループつぼみの会
「点字図書製作」支援事業

実施時期 2016年11月27日

実施場所
広島市佐伯区地域福祉センター
（広島市佐伯区）

プロジェクト資金
補助金申請額：275,000円
クラブ資金：286,931円

支出総額 561,931円

2019－20年度地区補助⾦事業

事業概要
障害者支援施設「広島ひかり園
まごころ」へ電動ベッド３台と移
動式リフト１台を寄贈

実施時期 2019年９月14日

実施場所
広島ひかり園
（広島市佐伯区）

プロジェクト資金
補助金申請額：570,000円
クラブ資金：290,000円

支出総額 860,000円

2020－21年度地区補助⾦事業

事業概要
子ども食堂「よこがわ楽だ食堂」
へ調理機器を寄贈

実施時期 2020年８月29日

実施場所
よこがわ楽だ食堂
（広島市西区）

プロジェクト資金
補助金申請額：115,463円
クラブ資金：0円

支出総額 115,463円

2019－20年度地区補助⾦事業

事業概要
子ども食堂「川内にこにこ食堂」
へ冷蔵庫寄贈
（地区補助金特別プロジェクト）

実施時期 2019年８月22日

実施場所
川内にこにこ食堂
（広島市安佐南区）

プロジェクト資金
補助金申請額：162,000円
クラブ資金：0円

支出総額 162,000円

2020－21年度地区補助⾦事業

事業概要
障害者支援施設「セルプ宇品」
へ焼き芋機１台及びポップコーン
機１台を寄贈

実施時期 2020年10月26日

実施場所
セルプ宇品
（広島市南区）

プロジェクト資金
補助金申請額：290,000円
クラブ資金：153,470円

支出総額 443,470円

第1599回例会� 11月17日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

奉仕の理想
四つのテスト唱和
心臓病の子どもを守る会活動報告
　広島県支部事務局　古江伸介様
ご結婚記念月記念品贈呈
会長時間
幹事報告
　�年次総会案内・クラブ月報配布の案内。／100万ドル
食事剰余金とS.A.A.委員会からの新物広島菜入りお土
産配布の案内。／例会終了後、クラブ協議会開催。

出席報告

　会員数�70名� 出　席�50名（うちZoom出席１名）
　　　　�　　　欠　席�20名　来　客�� 0名
　　　　�　　　来　賓�� 1名　ゲスト�� 1名
プログラム
外部講師卓話
　「�メンタルヘルスサポートは『企業課題』色彩心理
を活用し企業を元気に！」

　�リブカラーズ　代表　柴田みつ恵　様
　テーマは「メンタルサポートは『企
業課題』。色彩心理を活用し企業を
元気に！」
　私は普段、色を使い人の心のサ
ポートする活動させて頂いていま
す。また、現在はメンタルだけでは

2018－19年度地区補助⾦事業

事業概要
児童養護施設「津田子供の家」
の子供を招き森林教室を実施

実施時期 2018年９月23日

実施場所
大竹市わくわくの森
（大竹市松ケ原町）

プロジェクト資金
補助金申請額：230,000円
クラブ資金：240,800円

支出総額 470,800円
≪≪参考文献≫≫
・ロータリー財団 参照ガイド
・My Rotaryサイト 補助⾦のプロセス
「ロータリーの補助⾦」（パワーポイント）
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第1600回例会� 11月24日
12：30～13：30　ANAクラウンプラザホテル

ＲＯＴＡＲＹ
会長時間
幹事報告
　�会員手帳追加シールを作成予定。記載事項の変更等を
事務局迄連絡のこと。／12月８日（火）夕方開催のロー
タリー情報委員会GMの案内を回覧。未回答者は回答
のこと。／例会変更。／例会終了後、月報編集会議開催。

スマイルボックス
　谷口公啓会員
出席報告
　会員数�70名　出　席�51名（うちZoom出席２名）
　欠　席�19名
　来　客�� 0名
プログラム
新会員卓話
　李　志翔会員

なく『メンタルと財務』の両輪で企業さまのサポート
をさせて頂いております。
　元々は子ども向けのサポートをしたくて学校現場で
色彩心理を使ったカウンセリングをおこなってきまし
た。ただ、多くの子ども達と関わる中で思ったことは、
子供を元気にするには親御さんや働く人へのサポート
が必要だというこということに気づき、現在は企業向
けにも力を入れております。�
　近年『健康経営』や『働き方改革』が叫ばれる中、
重要性は分かっていても、その緊急性を実感されてい
る企業は少ないように感じます。
　データによると約60%近い方が仕事で大きなストレス
を感じているという現状があります。それにより休職ま
たは退職、出社はしているが心身の不調によりパフォー
マンスが発揮できていない方がいらっしゃいます。
　このようなことを考えると、メンタルをきちんと良
好な形で保ってスタッフの方々が健康に働くというこ
とは企業にどれだけのメリットをもたらすか？という
ことは明らかだと思います。
　※�会場では実際に働いている人の声やサポートの内容を
お伝えしました。また、実際の色彩心理を活用したメ
ンタルサポートを体験していただきました。

Strictly Confidential

新入会員

李 志翔

2020年11月24日

3

山田コンサルティンググループ
（東京）で15年勤務

M&A、事業承継コンサルティン
グ部門で従事

Strictly Confidential

CCRREEGGIIOO PPaarrttnneerrss
ククレレジジオオ・・パパーートトナナーーズズ株株式式会会社社

■ 自己紹介
■ M&A・事業承継について

2

 昭和56年⽣まれ、39歳
（進次郎世代）

 税理⼠、宅建⼠

 広島会計学院卒業

4

イー・トレード証券（SBI証券）に
1年間出向。上場準備に携わる。

ライブドア（上場廃⽌後）に半年
間出向。
連結決算、内部統制に携わる。

10

現在 クレジオ・パートナーズ㈱
代表取締役
３児の父

7

経験②
・企業再編 約30件

（合併、会社分割、株式交換など）

5

野村證券の本部（M&A・事業
承継）に1年半の出向。
日本酒の味を覚える。

6

経験①
・M&A 約90件の成⽴
・親族承継 約40件の実⾏⽀援
・社員への承継 6件の成⽴
（MBO）

11

趣味
読書、旅⾏、日本酒、案件・・・

好きな作家・・・横山秀夫

12

好きな景⾊・・・瀬⼾⼤橋、弥山から⾒る
瀬⼾内海

好きな日本酒・・・十四代

好きな肴・・・鯖のへしこ

9

2016年 家族を奪還

2018年 独⽴

8

2010年 結婚

2015年 広島に一人でUターン

ロータリー財団月間6 2020年 11月



15

夢

・東証の鐘を2回鳴らす

・地域で100億企業×100社創出
（のお手伝い）

・地域で1000億企業×10社創出
（のお手伝い）

13

CREGIO Partners
Contribution to REGIO

貢献 地域

16

 デルタリンク 監査役
キャンピングカー販売 日本トップクラス

デルタリンク 広島

14

使命
M&Aと事業承継の課題解決を通じて、
地域企業の「成⻑」と「永続」を⽀援する

22

M&A 買手側のメリット

上記のメリット獲得に加えて・・・

時間を買う効果

次世代経営⼈材育成の機会・効果

１．事業継続 → 会社の継続、雇用の継続、取引の継続

２．買い⼿の販路・⼈材・信⽤等を活⽤して、売⼿が更に発展・成⻑

３．創業者の資⾦・利益の回収

４．代表者個⼈保証の解消

５．オーナー経営者の完全引退

20

事業承継の
有効な解決策

 第三者承継＝M&Aは、「事業」「雇用」「取引」の継続・成⻑のみならず、
地域経済の持続と発展に寄与する。

23

広島県経営者の課題認識

（広島県企業の意識調査 2020.4月 ㈱帝国ﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ）

 M&Aは、これらの課題を解決する経営戦略の一つ。

コロナ禍の地域企業M&A 参考事例

買手 売手

㈱㈱キキンンググフファァククトトリリーー
ググルルーーププ

 広島県100%株主
 「ふるさと連携応援ファンド」を運営
 地域企業の事業承継⽀援、成⻑⽀援

 キング軒6店舗を展開

 「業務スーパー」のFC本部
 M&Aによる食品製造拠点強化、

PB商品の強化
→「食の製販一体体制」へ

 外食・中食事業も強化中

 創業30年
 洋菓子の製造・販売（小売・外食向け）

株株式式会会社社ササララニニ

（広島県広島市）
（広島県広島市）

（兵庫県加古郡） （岡山県瀬⼾内市）

シナジー効果

投資ファンドによる
事業承継と

事業成⻑の⽀援
27

30

ビズリンク・グループのご紹介 ■グループ人員数 21名
■公認会計⼠ 5名、税理⼠ 11名、宅建⼠ 2名、⾦融機関出⾝者 6名

事事業業再再生生
MM＆＆AA

税税務務・・会会計計

監監査査 MM＆＆AA
事事業業承承継継

地地域域ににおおけけるる
財財務務・・税税務務・・会会計計
専専門門家家ググルルーーププ

活活力力ああるる
地地域域経経済済のの創創生生

【代表者】藤井義則
【事業内容】
事業再⽣／財務デューディリジェンス／
企業価値評価／M&A／組織再編／IPO

【代表者】藤井義則
【事業内容】
会計監査（会社法、学校法人、社会福祉
法人、その他）／内部統制の構築⽀援

【代表者】松本深雪／中井 功／藤井義則
【事業内容】
各種税務申告／各種税務相談

【代表者】李志翔
【事業内容】
M&A／事業承継／資本政策

21

M&A 買手側のメリット

 商圏の拡⼤
 スケールメリット

同業の買収 異業種の買収共通

 人材確保
 取引先・顧客の獲得
 仕入先・外注先の獲得
 シナジー効果

 事業領域の拡⼤
 商品・サービスの拡⼤
 技術・ノウハウの獲得

28

コロナ禍の地域企業M&A 参考事例

買手 売手

 総合不動産。 M&Aで事業領域拡⼤。
 介護施設、人材派遣、ホテル運営など。

 ⼤歩危・祖谷温泉峡
 和の宿ホテル祖谷温泉（20室）

祖祖谷谷渓渓温温泉泉観観光光㈱㈱

（香川県高松市） （徳島県三好市）

宿泊・観光
業界のM&A

29

M&A 買手側のデメリット・リスク

1. トラブルを引継ぐリスク
・簿外債務、保証債務
・不良資産
・係争
・問題社員 など

2. 投資コストが高くなる
・営業権相当分
・M&A専門家報酬分

3. 高値掴み

4. 投資回収ができない、遅れる
・利益が計画より下振れする
・赤字になる

5. ご縁や相手の意向にもよるため、計画を⽴てにくい

※「純資産」分は基本的に必要コスト
（自社単独進出でも必要なコスト）

17

全国平均の後継者不在率＝65.2%
広島県企業の後継者不在率＝73.1%
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M&A件数 日経平均株価(年末)
（左軸） （右軸） 24

日本企業のM&Aの件数と日経平均株価

 リーマンショック時は、ピークから底まで40％減少 （2,775件→1,687件）
 2011年に底を打つまで4年
 2019年のM&A件数は過去最高4,000件超

出処︓レコフデータ 「MARR」
帝国データバンク 「全国社⻑年齢分析」

ｻﾌﾞﾌﾟﾗｲﾑﾛｰﾝ

ﾘｰﾏﾝｼｮｯｸ 東日本⼤震災

⿊田ﾊﾞｽﾞｰｶ

社⻑の平均年齢
54.0歳

社⻑の平均年齢
59.9歳

31

クレジオ・パートナーズ コンサルティング業務実績

役務提供内容 件数 備考

M&Aアドバイザリー

仲介 15 分析＆提案からマッチング、決済まで

FA 8 売手FAは分析＆提案から買手探索、決済まで。
買手FAはVal・DDもパッケージで提供。

Valuation
・DD 8

・バイサイドDD、セルサイドDD
・事業計画の策定・検証
・合弁解消

その他 1 ・M&A後の連結決算サポート

事業承継アドバイザリー 25

・資産管理会社の活用
・DES
・ホールディングス化
・分散株式の集約
・組織再編(合併、会社分割、株式交換、株式移転など)
・事業承継税制
・IPO前の資本政策(合併、ストックオプション等)
・オペレーティングリース
・私募債による資⾦調達 ほか

その他 3 ・アクセラレーションプログラムの運営
・上場企業の創業家のバンキング業務 ほか

合計 60 2018.4〜2020.3のコンサルティング件数

M&Aを中⼼に、幅広い資本政策ニーズに対応しています。

※税理⼠業務は税理⼠法人いぶきが提供。

18

50代以上の経営者が約8割（78.3％）を占める。
社⻑の平均年齢＝59.9歳

0.2%
3.6%

18.0%

26.4%
28.1%

19.7%

4.1%

30歳未満 30代 40代 50代 60代 70代 80歳以上

2020年 2019年 増加率 2020年 2019年 増加率 2020年 2019年 増加率 2020年 2019年 増加率
1月 203 205 △1.0% 70 75 △6.7% 14 18 △22.2% 287 298 △3.7%
2月 253 265 △4.5% 64 71 △9.9% 10 24 △58.3% 327 360 △9.2%
3月 293 282 3.9% 56 60 △6.7% 19 24 △20.8% 368 366 0.5%
4月 238 309 △23.0% 44 87 △49.4% 17 23 △26.1% 299 419 △28.6%
5月 193 242 △20.2% 35 72 △51.4% 17 19 △10.5% 245 333 △26.4%
6月 229 215 6.5% 38 69 △44.9% 20 27 △25.9% 287 311 △7.7%
7月 247 251 △1.6% 45 73 △38.4% 13 18 △27.8% 305 342 △10.8%
8月 233 231 0.9% 33 65 △49.2% 21 21 0.0% 287 317 △9.5%
9月 228 227 0.4% 32 45 △28.9% 24 20 20.0% 284 292 △2.7%
10月 260 256 1.6% 49 76 △35.5% 27 24 12.5% 336 356 △5.6%
1-10月 2,377 2,483 △4.3% 466 693 △32.8% 182 218 △16.5% 3,025 3,394 △10.9%

IN-IN IN-OUT OUT-IN 合計

25

コロナ禍でのM&A件数

（MARR 2020.12 ㈱レコフデータ）

 2020年1-10月は、全体で△10.9%減少
 国内案件は△4.3%減少、海外案件は△16.5%~△32.8%減少

買︓日本 売︓日本 買︓日本 売︓外国 買︓外国 売︓日本

M&A形態別
・買収 △14.4%
・事業譲渡 ＋12.5% 32

クレジオ・パートナーズ 情報発信の取組み

コラムでM&A・事業承継等のトピックスを解説 メルマガで地域経済情報・支援施策を発信

登録はコチラ︕

クレジオ m&a

事業承継 ３パターン

19 26

コロナ禍の地域企業M&A 参考事例

買手 売手

 食品包装資材・機器の企画・販売
 ⻄日本を中⼼に展開

株株式式会会社社キキョョウウワワ

 1980年設⽴（創業40年）
 東証1部上場
 中小向け通信機器販売、ネットワーク接続
 ITコンサル・総合経営コンサルに注⼒

 ⼤正5年創業（創業105年）
 オフィス家具、オフィス機器の販売
 山陰地域トップクラス

株株式式会会社社ええすすみみ株株式式会会社社フフォォーーババルル

（島根県浜田市） （東京都台東区）

（東京都渋谷区） （島根県雲南市）

成⻑市場への
参入・強化

地域⽼舗企業の
事業承継

 商業印刷

 東京での本格的な営業展開、
新市場への参入

譲
渡 工房志楽（広島市）

譲
受

ティーエス・ハマモト
（広島市）

譲
渡 山口調理機（防府市）

譲
受

みどりホールディングス
（広島市）

譲
渡 川口建工（福山市）

譲
受 福永建設工業（広島市）

譲
渡 古家真会（広島市）

譲
受 A社

介護・福祉施設の事業譲渡、
タイミングとスピード感が決め手

事業承継は
挑戦を続けるチャンス成⻑戦略の⼀環としてM&Aを選択“ネット”と“リアル”の融合。

双方の専門性を生かしたＭ＆A

地域の中堅中小・大手上場企業／首都圏の大手企業を中心とした
ネットワークで、「成⻑」と「永続」を志向するM&Aを支援しています

クレジオ・パートナーズ 地域M&Aサポート事例

33
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DONATION
11  月 年度累計

ス マ イ ル 79,000 円 308,000 円
100万ドル 104,215 円 510,177 円
善 意 の 箱 10,609 円 55,621 円

ロータリー財団月間8 2020年 11月

11月10日
折本　緑会員　11／１に行なわれた「ミセスジャパ
ン2020広島大会」にてグランプリをいただきました。
３月に行なわれる日本大会で広島代表としてがん
ばってきます! ! 皆さまの応援とご協力に感謝いたし
ます♡（ミセス広島グランプリと二冠となりました）
小野　誠会員　Xmasケーキ、おせち重の告知。

11月24日
谷口公啓会員　３RCのゴルフコンペで賞金を頂き
ましたので、『一部』を出宝致します。『残り』は
生活費とさせて頂きます。

スマイルボックス

11月の会員記念日

橋本　幸範� ２日
深谷　泰之� 10日
稲田　健二� 10日
佐藤暖以子� 13日
三宅陽一郎� 14日

会員誕生日

創　業　月
藤井　良造　三井不動産リアルティ中国㈱� H４年
深谷　泰之　㈱中広商事� H12年
岩田　洋子　㈱洋� H28年
杉本　清英　㈱ARCON� H２年
徳納　武使　福徳技研㈱� S41年

パートナー誕生日
佐々木宏夫人　伸�子様　20日
曽里　裕夫人　麻�美様　23日

入　会　月
岩田　智博� H21年
伊藤　英彦� H25年
三宅陽一郎� H26年
漆原　健夫� H28年

結婚記念日
村尾　博司� １日
三宅陽一郎� ２日
佐々木信幸� ３日
岡本　俊雄� ３日
折本　　緑� 18日
佐藤　克則� 18日

石井　和彦� 20日
山下　哲夫� 21日
谷口　公啓� 22日
宮本　　昇� 22日
長野　　宏� 22日
大山　修司� 24日

米山功労クラブ表彰
10月の米山月間に合わせて、クラブの100万ドル基金（100
万ドル食事と善意の箱）から20万円を米山奨学会に特別寄付
しました。クラブ・個人・法人からの特別寄付累計額が2,700
万円を超えましたので、米山奨学会から第27回米山功労クラ
ブの感謝状が届きました。会員の皆様のご協力に感謝申し上
げます。� 米山奨学委員会



もらう。
　　梶本理事：�寄付の状況を確認する。
　　宮本理事：�席の配置で意見があれば伝えていただ

きたい。来週は山豊の土産を用意。食
事についてアンケートを検討。

　⑼その他
　　�ZOOMの支払代行を依頼するか協議。毎月6,000
円の見積。依頼する方向で検討。

　　�次年度のガバナー公式訪問を３クラブ合同で開催
することを検討。

次回開催日
　第６回理事役員会　2020年12月１日（火）13：45
閉会挨拶　根石副会長
　�試行錯誤の状況であるが、工夫をして充実した例会
としたい。

日　時：2020年11月10日　13時45分～
場　所：ANAクラウンプラザホテル広島４Ｆ
出席者：佐藤（二）、佐古、根石、桒田、上田、梶本、
　　　　橋本、宮本、山國、児玉、宮㟢、水谷
欠席者：なし

佐藤会長挨拶
　今年度５か月経過、コロナの中でも事業を進めてい
くことができている。
議事
　⑴10／15合同幹事会・合同事務局運営委員会報告
　　佐古幹事より資料をもとに報告。
　⑵12月プログラムについて
　　�桒田理事より説明。資料のとおり承認。
　⑶�１／５例会について
　　�事務局、佐古幹事より説明。同日の例会を開催し
ないことを決定。

　⑷クリスマス夜間例会について
　　�桒田理事より説明。12月22日開催。新会員歓迎会
も開催。参加者は会員のみとする。

　⑸�パスト会長会開催と指名委員会設置について
　　�佐藤会長より説明。クラブ細則に従い次年度役員
候補に関する指名委員会を設置することを決定。

　⑹例会場スクリーン買換えについて
　　�佐古幹事より資料をもとに説明。新しいスクリー
ンを購入したことを報告、承認。

　⑺10月度会計報告について
　　�橋本理事より資料をもとに報告。
　⑻各理事役員会報告
　　�桒田理事：�ZOOMは会場でのセッティングが負

担。今後どうするか検討してほしい。
　　宮㟢理事：�広報を工夫することを検討している。
　　児玉理事：�会員は純減の状況。幅広く声掛けした

い。
　　山國理事：�今月17日に心臓病の子供を守る会にタ

ブレットを寄贈したことの挨拶をして

2020-2021年度　第５回理事・役員会　議事録2020-2021年度　第５回理事・役員会　議事録

掲　示　板

12月行事予定
❖12月１日（火）13：45 ～
　第６回理事役員会� ANAホテル４F
❖12月８日（火）16：30 ～
　ロータリー情報委員会GM� Gインテリジェントホテル３F

１月行事予定
１月例会は１／12（火）から開始
� （１／５は休会です）
❖１月12日（火）13：45 ～
　第７回理事役員会� ANAホテル４F
❖１月19日（火）12：30 ～
　職場訪問例会� 広島Ｇインテリジェントホテル
� 例会後、クラブ協議会予定です。
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前号ではコロナ禍も収まり、少しずつ日常が戻ってきていると書きましたが、11月に入り
また一段と新型コロナウイルスの感染者数、重症患者数が増えてきました。この影響で、
私も先月利用させて頂きとてもお得であると感じたGo�Toトラベル事業も、一部の大都市で
は利用対象外となる見込みです。一刻も早い新型コロナウイルスワクチンの配布をお願い
したいものです。� （藤田　進）



芝楽会 3RC（西・廿日市・西南）
　　　　 懇親ゴルフコンペ 11月14日（土）

11月14日絶好のゴルフ日
和の中、鷹ノ巣ゴルフクラ
ブにて３RC懇親ゴルフコ
ンペが開催されました。

10月４日（日）
10月４日の真倫ク
ラブの活動の様子で
す。楽しんで、釣果
もばっちり ! !

████�西RC　████�西南RC　████�廿日市RC

青深会 東北旅行 11月６日~８日
山形県の最上川の紅葉で、
こちらでは、テレビおしん
の有名な子供時代の別れの
シーンの撮影がされたよう
です。

スタート 氏名・生年月日・所属ロータリー

アウト

1 10：00
長谷川　行　信 松　岡　幹太郎 岡　本　俊　雄 山　下　哲　夫

S.15.10.26 西RC S.17.８.16 西RC S.15.10.26 西南RC S.23.９.28 西南RC

2 10：07
金　本　善　行 西　原　英　治 遠　崎　秀　一 鍵　岡　　　馨

S.28.１.13 西RC S.28.４.18 西RC S.39.10.10 西南RC S.43.４.16 西南RC

3 10：14
柳　原　邦　典 川　妻　利　絵 有　田　伸　治 松　本　　　猛

S.32.６.３ 西RC S.36.８.６ 西RC S.26.５.21 廿日市RC S.40.７.10 廿日市RC

4 10：21
柴　田　脩　司 原　　　　　敬 渋　下　孝　志

S.40.３.26 西RC S.40.12.26 西RC S.32.２.20 廿日市RC

5 10：28
村　上　健　一 中　村　光　治 上　杉　昌　幸 植　田　敏　揮

S.43.５.４ 西RC S.44.７.10 西RC S.28.７.12 廿日市RC S.48.11.２ 廿日市RC

6 10：35
北　村　和　之 宍　戸　　　剛 山　国　　　豊 岡　田　真　規

S.46.７.２ 西RC S.47.５.２ 西RC S.46.10.１ 西南RC S.44.７.７ 西南RC

スタート 氏名・生年月日・所属ロータリー

イン

1 10：00
上　田　欣　一 小　橋　敏　幸 佐々木　　　宏 森　　　豊　彦

S.18.２.17 西RC S.23.７.21 西RC S.19.２.18 西南RC S.37.８.17 西南RC

2 10：07
木　本　弘　三 斉　藤　昭　一 河　内　正　晴 高　尾　昌　二

S.28.11.20 西RC S.29.４.６ 西RC S.21.９.１ 廿日市RC S.44.12.29 廿日市RC

3 10：14
梶　本　政　明 諏　訪　昭　浩 村　尾　博　司 河　原　英　二

S.33.３.５ 西RC S.36.12.19 西RC S.10.８.18 西南RC S.46.６.15 西南RC

4 10：21
鈴　木　義　尚 川　村　　　聡 岩　田　智　博

S.41.10.10 西RC S.42.８.20 西RC S.40.３.18 西南RC

5 10：28
上　野　彰　彦 長谷川　　　剛 江　草　善　行 石　原　弘　善

S.45.７.11 西RC S.46.６.30 西RC S.33.７.30 廿日市RC S.34.３.22 廿日市RC

6 10：35
上　野　寛　史 田　原　真一郎 谷　口　公　啓 三　宅　陽一郎

S.47.６.24 西RC S.49.９.８ 西RC S.39.６.12 西南RC S.45.11.14 西南RC

真倫クラブ


