あ．だ劇たのお店−を揮糺
ﾆに喜んでもらうことが第 の仕事

目先の儲けより大事なこと

念︑つイ

続くことはないとの認
たこと︒地域の農業事

識を早くから持ってい
情を見ると︑造船や繊
企業が進出し︑若い人

維その他にも食品等の

り︑現在は賃貸オフィ

携わっていこうとする

で情熱を持って農業に

す︒

スとして活用していま

株式会社山本 農 機 商 会 − − −
一時期より規模を縮小しながらも︑堅実に顧客から信頼される会社
として創業から106年夏今なお歩みを続ける株式会社山本農機商会︵今

今の生活スタイルに合

売を通して農家の家が

いたこと︒また農機販

を解消していく生活改

レ︑風呂の使いづらさ

めたころは台所やトイ

住宅設備の事業を始

ムなどの事業で売上を

がり︑やがてリフォー

る︒それが信用につな

んでもらうことをす

とより先に︑農家に喜

ましたが︑実際に実践

いといけないと話され

替えが必要で勉強しな

を起こすには頭の切り

弘泰会長は新規事業

◇

わない部分が多いこと

伸ばしていくことがで

されていることの凄さ

用を得ることが出来︑

きるようになるもの︒﹂

善を提案することで信
また農機の販売にもつ

も成果のでなかった事

ること︑また頑張って

また日立の太陽熱温水

む仕事が増えました︒

は大きな設備工事を含

氏にお話しを伺いまし

あり敏男氏の父︑弘泰

入り︑代わりに会長で

本敏男氏は急な用事が

取材当日︑社長の山

教えて頂きました︒

ために大切なことかを

が︑継続発展していく

かり守り実践すること

基づく経営理念をしっ

そして確かな信念に

に驚きました︒

業は整理し新しい仕事

の売上を誇るなど好調

器も全国トップクラス

◇

を探し集中していくこ

その後︑バブル期に

と話されていました︒

が挙げられます︒

◇
新しいことを始める

とが大事であるとの考

た︒敏男社長とは長年

明治42年創業の老舗

に推移し︑従業員の数

まじめにやっていれば

弘泰会長は﹁商売は︑

氏に任せ︑事務所2階 めて柔軟に時代を読み

き︑すべて社長の敏男

会社の経営からは退

っかり見極め︑受け止

て地域︑社会情勢をし

農機上ハ店が顧客第一を

経営を支えるまでに成

長く続けていける︑お

に果敢にチャレンジす

解きながら新規の事業

ので︑時に衝突するこ

長してきました︒また

にある会長室で書類に

して信頼を得る︒そし

近年では病院やビルの

けは2の次になってし 目を通したり︑執筆な

客のことを考えると儲

貫き︑喜ばれることを

タンク清掃などのサー

が︑現在︑弘泰会長は

ビス事業も増えていま
泰氏が教育者であり︑

なら小さいなりに出来
しかし拡大を続けて

ﾎになってもまだ足

腰がしっかりしていて

乗っていく正統派の商

代に流されず︑時代に

ました︒

ようでもありました︒

ヒントを提示している

は農機店として大切な

な発想と積極的な取組

山本農機商会の柔軟

のだと思います︒

果として表れてくるも

てきたことがいずれ結

す︒こうして積み上げ

で成果を上げていま

業への積極的な取組み

規顧客の開拓や新規事

握し︑将来に向けて新

んも現状をしっかり把

者である2人の息子さ

敏男社長とその後継

◇

売人の姿のように映り

とても元気でした︒

筆者には︑決して時

る︒

す︒

した︒そして﹁農家が

どに精力的に取組み︑

ることはある︒今は社

また敏男社長の双子

リフォーム等にも力

割程度で︑今も農機自

備︑リフォーム等が4

芸ハウス等農家に喜ば

は伸びない︒儲けるこ

30年以上前から水耕 潤うようでないと︑店

して︑前へ進んでいく

8つの高校に水耕実習

その時代に合わせた事

施設を導入するなど︑

の息子は2人とも山本

を入れているとはいえ

ことがわかります︒

の一生を賭して悔ゆる 積極的な縮小であった
こと﹂を掲げており︑

農機商会で10年以上働

現在の山本農機商会の

ところのない職場たる
それを実践することが

き︑敏男社長を助け今

業に力を注いできまし
経営者としての務めで

もなお新しいことにチ

た︒

じ取れます︒

あるとの強い思いが感

んでいます︒次代の山

強く持ち仕事に取り組

ャレンジする気持ちを 売上は農機6割︑設
長期的視野に立ち︑

あります︒農機は三菱

体の売上が多い状況に

会社規模を縮小した理

して大いに期待されま

本農機商会の後継者と

お客の動向をしっかり

れる提案をしていける

取り扱い︑また施設園

クボタの農機も同様に

農機を中心に現在では

させることが大事であ

す︒

由の第一は会社を存続
ること︒辞めて他の人

敏男社長としても次
いが強くあったようで

見極め︑現在はリフォ

ことはできないとの思 代へ繋げていくため︑

に迷惑をかけるような

まう﹂と話されていま

いた時期でも︑この状 長年︑調停員をしてい

ともあったそうです

一緒に仕事をしてきた

も60名と大所帯となり

には余裕のある時にす

ながっていきました︒

を知っていたことなど

よう努めています︒

えに従い︑早めの新規

で事業を継続していく

山本敏男氏︶を訪問した︒

ーム事業の伸びが会社

事業への進出となりま

R今治駅から車で約10芸施設事業部を設立し
ことは難しいと感じて

また︑昭和46年に農 人が少なく︑農機専門

栄により造船業も盛ん
水気耕溶液栽培施設ハ

た︒昭和38年に法人と 社を設立しました︒

︑

ました︒

分︑西瀬戸自動車道︵瀬

拡大から縮小へ

した︒

です︒

イポニカの販売代理店

また今治タオルが全
宅設備部を設立︒住宅

となり︑また同年に住
国のタオル生産の50％ 治ICからは約8分野
場所にあります︒

なり︑昭和56年に現在
住宅設備の事業に進

2の都市です︒

の場所に事務所︑整備

松山市に次ぐ愛媛県第

◇

長がトップセールスを
いと思い︑常に先を見

況はいつまでも続かな

ていると思います︒ま

まだ農機があれば売れ

出した理由は︑当時は

に力を入れ︑愛媛県内

栽培設備の普及︑販売

また以前の事務所があ

たら人を増やしていけ

時期で︑また時期がき

㈱山本農機商会はJ 工場を移転しました︒

越して︑約10年をかけ た山本農機商会の経営

この状況がいつまでも 会社規模を縮小し従業

員を6名まで減らしま
従業員を大幅に減ら

した︒

しましたが闇雲に人員
く︑従業員一人一人の

削減したわけではな
適性を見極め︑他の職
場を紹介したり︑独立
して事業を起こすこと
が向いている人には独
立を勧め︑そのために
顧客を紹介するなど円
滑に事業が展開できる
まで支援し︑退職後の
ローしていきました︒

﹁従業員にとって︑そ ばよいと︑経営的には

の3原則のひとつに︑

◇
ることも大いに関係し

再び飛翔するために
@今やるべきこと

戸内しまなみ海道︶今

治市延喜字畑井田甲29811代表取締役
今治市の海域では中

世の村上水軍による活
躍が有名ですが︑今も
国内外の物流の拠点と
以上のシェアを持つな

明治42年に創業︑農 設備部は昭和53年に分
氏 ど繊維産業も盛んで︑
思 今治市は人ロー8万人の 機旦ハの販売を始めまし 離し︑大協設備株式会

なっていて海運業の繁

てじウほレ

ことまでしっかりフォ

す︒また会社も小さい

今治駅近くにある山本農機ビル

…農
顔福稲︑

会長山本弘泰氏

@
@
これは会長の山本弘
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ｻの282
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った場所は今治駅前か る時代ではあったが︑

ら数分の好立地にあ

㈱山本農機商会

商

農

社長山本敏
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