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■国歌斉唱「君が代」

■来信案内

■ロータリーソング「我等の生業」

2022-2023 年度 堀川貴史 ガバナー、

１）

上野公則 実行委員長より、国際ロー

宮川義行 )

タリー第 2720 地区 2022-23 年度 地区クラブ活性化ワーク
ショップ開催の案内。

■会長の時間（会長 吉田嘉昭 )

日

「M&A よる事業承継の事例｣

場

時
所

対象者
くまもと経済
2020年5月号

会長の時間

2022年 5月25日

吉田

(グループ全体)
売上高 3,000億円
社員数 1,650名
事業内容
石油製品・電力販売
自動車の販売
(輸入車・国産車)
・整備・鈑金塗装 等

２）

肥後大津ＲＣより、肥後大津ＲＣ５０周年記念式典・祝賀会の御礼。

後継者がいない

譲受企業の候補を事前調査(独自ネットワークによる)

・先進安全技術の進歩

➡ 修理需要の減少

・事業内容 自動車業界の中でｱﾌﾀｰﾏｰｹｯﾄの一部、ﾋﾞﾌｫｰｱﾏｰｹｯﾄ持っ

３）

和歌山東南ＲＣより、創立５０周年記念式典についてご連絡。

ニーズがあることを確認

➡ 当方の技術力・設備・資格等から手を挙げてもらう可能性
ありと判断

（５０周年は中止とし、５５周年に持ち越しとのことです。
）

・事業の存続、社員の雇用維持が困難な可能性がある。
・仮に廃業するとしてもかなりの力が必要である。

■クラブより

(誰がその手続きをするのか?)

ていない
➡

➡ 2社あり

もしもの事があれば

将来の事業性

単独経営では今後の事業展開が限定的になる

１）

大手のグループに入ればシナジー(相乗効果)が期待できる

(2) M&Aのプロセス

2.Ｍ＆Ａの流れ 事例

2019年8月

(1) M&Aの準備

約2年間

Ｍ＆Ａの検討

・セミナーへの参加
・情報/資料の収集
・些細な事でも何でも相談
➡

企

業

評

独自に調査した2社とノンネームシート※

譲受候補企業の探求

を公開(ネット公開せず)

2019年9月

・譲受希望企業

譲受候補企業の選定

信頼関係を築く

・仲介会社より企業評価を受ける

価

仲介会社と契約締結

仲介会社に独占権・交渉権付与

・他の仲介会社と平行して契約ができない
・譲受候補企業と直接交渉ができない

2019年11月

・譲受候補企業2社より意向証明書(譲り
受けの意向を示すために譲渡企業に提出

意向表明書の提示

する書面)
・譲受候補企業の分析を再度行い、1社に絞る

懸念事項についてもしっかり説明
➡

信頼関係を築く

2019年12月

基本合意書の締結

譲渡企業と譲受企業の双方が、M & Aに向
けて現時点での基本的な諸条件の合意事項

して機密保持契約を締結後、企業概要書

3.譲受企業の評価内容

【事例】

6 月 12 日（日）

に基づいて説明
・企業概要書は事前に自身でも細かく確認
※ノンネームシート
情報漏洩を防止するため譲渡企業が特定されないように社名は伏せ、
A4用紙１枚に、「業務内容」「地域」「社員数」「売上高」「譲渡
理由」「特徴」などが記載される。通常はネットによる公開をする。

2019年12月~
2020年1月

士・公認会計士・弁護士・労務士等）
に依頼をして実施
が大変。タイムリーな回答、包み隠さず
正直に、信頼関係が大切！

最終契約の締結

・デューデリジェンスの結果を踏まえ、
最終条件の調整後、最終契約を締結
・表明保証

2020年3月

社員への説明
2020年4月

譲渡（クロージング)

4.仲介会社

要注意

・プレスリリース前までに説明会を開催
翌日、譲受企業による説明会開催
退職者を出してはならない。
(現在も社員15名そのまま働いている)

引

ト研修会

（ロータリー情報担当委員

詳しく把握するために専門家(税理

・膨大な資料提示、追加資料が多く対応

2020年2月

地区ローターアク

■ロータリー情報の時間

・譲受企業が譲渡企業の価値やリスクを

デューデリジェンス
（買収監査)

を確認するための当事者間で締結する契約書

基本的な諸条件
①取引形態 ②譲渡価格
③今後のスケジュール(デューデリエンス、譲渡時期等)
④デューデリジェンス（買収監査）の協力義務

～

・仲介会社は、譲受候補企業2社に対

譲受候補企業への
アプローチ

・お互いにはじめて会う(第一印象が重要)
・質問には真摯に回答。隠し事はしない。

6 月 11 日（土）

を選定

2019年10月

2019年11月

工場視察・トップ面談

■今後の予定

調査結果に基づき2社(独自調査した企業)

・今後の譲渡額交渉のもととなるので
自身でも検証

2019年8月

５社

第１回 次年度理事会報告。

・仲介会社による譲受希望企業の分析・

・仲介会社2社(社長とは既知)と面談し決定

仲介会社の選定・決定

クラブ戦略計画委員長、

※ 7 月 1 日（金）までに申込み

譲受候補企業

難しい状況

クラブ会長、会長エレクト、会長ノミニー、

その他希望する会員、1 クラブ 3 名～ 5 名以内

1.M&Aによる事業承継に至る背景

・社員の一部から後継者がいないことを不安視する声

ホルトホール大分

Ｒ財団委員長、

嘉昭

・親族内・社員の中から、外部からの人材登用を見出すことが

2022 年 7 月 23 日（土）12:30 ～ 16:00

クラブ管理運営委員長、公共イメージ委員長、会員増強委員長、

譲受企業

M&Aによる事業承継の事例

嘉昭
泰光

No.1774 令和 04 年 05 月 25 日 第 40 回例会

毎週水曜日

■幹事報告（幹事 松岡泰光 )

会長

吉田
松岡

※例会日

■点鐘

（ソングリーダー

●会長
●幹事

継

担当者の声

Ｍ＆Ａ成功の要因（ポイント）
① 譲渡企業に他社と差別化された強みがあったこと
② 譲渡企業の対応（面談・ﾃﾞｭｰﾃﾞﾘｼﾞｪﾝｽ対応他）と
意思決定の迅速さ
③ 譲渡企業と仲介会社との連携
➡ 譲受企業のスムーズな意思決定が可能
④ 譲受企業と譲渡企業との条件調整可能な幅の広さ
（両社の懐の深さ）

－１－

津久見市

潮谷愛一）

津久見市民会館

■次年度理事会報告

（次期幹事

川崎直樹
山坂哲生

杉本整

小野川善久
矢野敬之

■スマイル報告

白石 繁
吉永陽三

（親睦・スマイル担当委員

■委員会報告

（青少年奉仕担当 宮川義行）

堤

勝也

山本浩之

片岡貞志）

◎沼田敏雄 10,000 円
我が家の秋田犬
（大）
、
名前 ” トキ ” は連休に入る前５月２日～５日ま
で食事をしなくなり、５月６日連休明けに動物
病院へ。出血性大腸炎と診断、点滴、抗生物質
注射しても回復なし。ダメかも…と言われ、お墓の穴を掘った。そ
れから３日したら食べるようになり、現在元気に過ごしております。
墓穴にはシャクヤクの花を植えた。
◎白木誠一 10,000 円
①誕生祝いありがとうございました。
②二人目の孫６ヶ月の男子が先日海外から帰っ
てきて初めて会いました。男子の孫は初めてで
す。可愛いですね。

５月２２日第３４回熊本グループ留学生交流会が開催されまし

◎山田公也 10,000 円
最近のゴルフはまあまあ調子いいです。ハーフ
３９を２回出しました。あとのハーフは聞かな
いでください。

た。阿蘇なみの高原やすらぎ交流館でテーマ「ときめき」として
２５名の参加がありました。大分、長崎、津久見、人吉からも参
加されていました。全て英語で会話する童話劇を全員で行いまし
た。日常生活全て日本語で不便を感じない私たちがウクライナの
避難民の方たちが外国にいきなり住んで言葉も通じない習慣も違

◎井村宣敏 2,000 円
超久しぶりのホームクラブ出席です。元気にが
んばっていますので今後ともよろしくお願いし
ます。

う中で味わっている不自由さを考えるきっかけになれたらという
事でした。来年の留学生交流会は熊本東南アクト主催で行われま
す。皆さんのご協力もお願いすることになります。宜しくお願い
します。５月２４日１９時からアクト第２例会が行われました。
グループ留学生交流会に参加した櫻井会長、新会員から報告があ

◎宮川義行 1,000 円
５月２２日波野村で行われたアクトの留学生交

り、６月１１日の津久見でのアクト研修会卒会式への参加の呼び
かけもあり、宮田新会長のあいさつもありました。参加者は櫻井

会長、宮田次期会長、森会員、李会員、松村会員、田上会員、ロー
タリーからは沼田会員と私の２名で合計８名でした。アクト会員
は現在１１名です。

流会に参加しました。大津から開通した見事な
道路、大分がまた近くなりましたが、帰り、下
の道を通ると赤水あたりの地割れした場所が震
災の姿を残していました。駐車場も作られ写真を撮る旅行者がたく

出席者数

MU

44
05 月 11 日 （免 4）
40

修正出
席者数

出席率
（％）

30

2

32

80.00

さんいました。留学生交流会は毎年行われますが震災の年はフード
パルで盛大に行われたのを覚えています。東南アクトを中心に、
ロー
タリーからも多数参加されていました。来年は久しぶりに東南アク
ト主催になります。皆さんの応援のお陰で会員も増え、新会長の宮
田君は一所懸命ロータリーの勉強をしています。来期もアクトを楽
しみにしていこうと思います。宜しくお願いします。

44
05 月 25 日 （免 4）
40

30

75.00

■卓話卓話 地区研修・協議会報告

■出席報告（出席・プログラム担当 松田和成）
月日

会員数

☆出席免除
05 月 11 日
住江正治 島村徹男
古庄浩二

05 月 25 日
住江正治 島村徹男
古庄浩二
☆欠席者
05 月 11 日（8 名）

○社会奉仕部会（村瀬直久）
志賀重人

志賀重人

地区活動方針
①日本ではまだ事例の少ないロータリー地域社会共同体（ＲＣＣ）
について、わかりやすく説明し、全クラブへ実施の可能性を提案する。
②今年度の部門の方針でもある ” 災害・コロナ禍で困っている弱
者に目を向けましょう ” を次年度も継続。その中でも子ども食堂
のしえんの可能性を考える。
③地区補助金を活用した社会奉仕のサポートを行う。
当クラブの活動

－２－

・慈愛園サマーキャンプ、泉ヶ丘校区伝承遊びの集い、
児童養護施設自転車購入支援

『国際奉仕部門の出前セミナーの考え方』
堀川年度で国際奉仕部門か計画する出前セミナーに対する考え方
は、前々年コロナ禍に襲われた際に地区内全クラブに対して実施
したアンケート結果を元に、現在国際奉仕事業を実施していない

○国際奉仕部門・米山部門（松本一也）
国際奉仕部門活動方針
・部門テーマ『繋（つな）こう！ 国際奉仕の絆』
（今だコロナ禍か続いていますのて今年も継続します。）
部門長小野健介（ 臼杵 RC)、副部門長岸川健太郎（熊本西南 RC)
委員長小嶋一範（ 大分東 RC)、副委員長汐月泰夫（大分キャピタ
ル RC)、部門担当研修委員井上弘太郎（熊本城東 RC)
●ガバナーエレクトの希望
クラブと地区が国際的なフロジェクトや質の高い大規模なクロー
バル補助金を立案する上で援助できる人材（専門的な知識を持つ
地元ロータリアンやロータリー学友など）を紹介し、地区内クラ
ブを海外の協カクラブと引き合わせたり、プロジェクトや補助金
の計画について助言できる地元専門家のネットワークを築いたり
して欲しい。
●事業計画（案）
①従来のセミナーは行わすに、国際奉仕に意欲を示すクラブに赴
き、その例会の中で出前出張の卓話を実践し、磨きをかけなか
ら国際奉仕への理解を深めてゆく事。
②コロナ禍の現状を見据えてウィズコロナ、アフターコロナの国
際奉仕の実践を支援、サポートする。
③ロータリー財団部門、米山奨学部門とタイアップしてクローバ
ル補助金事業や米山学友等との関わり合いを通じて、より豊か

な国際交流をパックアッフしてゆく。
④地区内で国際交流を希望し、実践するクラブを増やしてゆく。
⑤常に「より良い国際奉仕のあり方」を模索し何か形づくってゆく。
●大森年度の国際奉仕部門は地区内各クラブの皆様に対しまし
て、ベトナム新型コロナワクチン基金へのご支援を戴きました事
に衷心より厚く御礼申し上けます。今年に入って 1 月に福岡で開
催されたベトナム新型コロナワクチン基金の披露式で当地区こ支
援含めた基金の総額が 12,728,755 円との事で改めて、感謝申し
上げます。（うち当地区ご支援の分が、883,700 円であリました）
さて堀川年度の国際奉仕部門は前々年の硯川ガ八ナ一年度の後半
で実施した「コロナ禍における国際奉仕」についてのアンケート
にみられた、現在国際奉仕を実施していないかアフターコロナで
実施したいというクラブを対象に、出前出張卓話を企画して部門
メンバーか出向き、実行する計画を主な事業にしていきたいと
考えております。
内容はほぽ同じ内容で時系列を多少変更すべき処は変えて、国際
奉仕部門全員か共有できるコンテンツを確立して実施して行きた
いと思います。現在、当地区で国際奉仕を実施しているクラフか
全体の 35％ですか、この数を押し上げて、出来れば 50％にでき
れぱと考えております。

『地区研修・部門別協議会』
国際奉仕部門パート
2022.4.10（日）13 :3 0 ~ 15 :3 0、熊本パレアよリ ZOOM 配信
・事例発表として
1) 熊本西稜 RC 松冨委員より 「カンボジアとの交流事業の実施状況 J
2) 宇佐 RC 米澤委員より 「オーストラリア・韓国との交流事業の実施状況」
以上 2 クラフより発表をお願いします。何卒宜しくお願いします。

か、アフターコロナの段階で国際奉仕をやってみたい、或いは興
味を示しているクラフを訪問して、部門の方針や国際奉仕の魅力
をお伝え出来たらと考えております。まず大森年度の残りの期間
で、コロナ感染か収まってきたら実施してみて、堀川年度に入り、
熊本県で 3 クラブ、大分県て 3 クラブを訪問して実施出来れぱ
と思っております。
・実施の内容（次第案）例会での持ち時間は 30 分
1. 部門長挨拶（私か伺えなければ、副部門長）約 3 分
2 国際奉仕部門からのメッセージ（プレゼン）約 20 分
※地区委員の中から国際奉仕事業の事例発表も加える。
3. 質疑応答約 7 分

米山記念奨学会部門活動方針 部門長江河好洋（ 宇佐 2001RC)
米山記念奨学金事業というものはロータリークラフ会員個々のご

支援により成り立っている、ということを念頭に置き、
1. 米山記念奨学金事業の理念ならびにロータリー活動の目的等を
推薦いただく学校担当者の方へより一層の理解を深めていただく。
2 学業成績だけでなく、米山記念奨学金事業の理念やロータリー
ヘの理解を深めて頁える優秀な学生を選考する。
3. 学生をお預かりしていただく世話クラブやカウンセラーの方々
へのサポートを行う。
4 地区米山学友会のより一層の活性化を図るための支援を行う。
という 4 つの柱を中心に部門内の 4 つの委員会で必要な事業を
実施していきたいと思います。

◆米山記念奨学委員会 委員長江河好洋（ 宇佐 2001RC)
この委員会は部門内委員会の各委員長と前部門長からなる委員会
で、部門内各委員会や地区や米山本部との窓口との連絡調整を行
います。また、米山部門で取リ組む事業はその企画等は各委員会
で対応しますかが、実行は部門内全委員会で対処するためその実
行計画を立案し実施します。
◆米山資金推進委員会 委員長立野文生（ 熊本中央 RC)
活動方針
他委員会と連携を取り米山事業の寄付金増進を目標に企画・運営
していきます。2720 地区米山寄付目標を会員 1 人／クラフ普通
寄付＋個人特別寄付＝ 15,000 円としクラフ普通寄付（現状の 1

人当り 1,000 円 UP) の増進を図ります。
個人・クラフ特別寄付（毎月米山デーを決め各クラフ例会でニコ
ニコ・スマイル BOX を設置）等を実施していただくようお願いする。
1. 活動計画
2021 年度と同様に奨学生の卓話を Youtube にアップロードします。
米山記念奨学委員会委員と共に地区内のクラフに卓話訪問に伺う
準備をします。
期間は 7 月～ 12 月できるたけ多くのクラフに米山理解を求めて
訪問できるよう企画します。

◆米山奨学生選考委員会 委員長陶山誠司 (OKREC)
1. 活動方針
一人でも多くの優秀な学生を採用するために、最大限の計画を立
案し実施します。
2. 活動計画
① 7 月の指定校選定委員会では、6 月の中旬に決定する 2720 地
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区の採用歎決定に伴い、より優秀な学生を採用するために、各
大学の特徴や実績を考慮して指定校と被推薦者の決定と地区の
選考目安の見直しを行います。
② 9 月の学校訪問と指定校説明会では、ロータリーの活動や米山
記念奨学会の事業について、また、今年度の地区の選考目安に
ついて、指導敦官や留学生の担当者に十分な説明を行い、学内
選考で優秀で米山奨学生に相応しい学生を選考していただくよ
うお願いをします。
③ 1 2 月の中旬に、毎年、面接官オリエンテーション・米山奨学
生選考会を開催しております。2022 年度米山奨学生選考会は
12 月に大分、熊本で開催する予定です。
④ 1 月末日まで、世話クラフの募集を行い、2 月の上旬に世話ク
ラブ選考委員会を開催して世話クラブの決定を行います。

3 地区の状況
① 2 0 22 年度の新規採用数は指定校対象米山奨学生か 10 名、そ
して海外応募枠生か 1 名、そして 2021 年度からの継続の学生
か 10 名の、総勢 21 名の米山奨学生か在籍しております。国
籍は韓国 4 名、中国 8 名、ベトナム 3 名、インドネシア、モ
ンゴル、スリランカ、ミャンマー、イント、マレーシアか各 1
名の 9 カ国になります。
②現在、熊本 5 クラフ、大分 6 クラフか未経験ですか、次年度以
降も未経験のクラフに呼びかけて、一人でも多くのロータリア
ンと米山奨学生か交流できるように努力してまいります。
◆米山学友会・奨学生委員会

委員長片山勇（大分臨海 RC)

1. 活動方針
昨年度はコロナウイルス感染症拡大に伴い学友会としての活動か
大きく制限され、学友同士か交流を深める機会が少ない 1 年と
なってしまいました。今年度は未だ感染収束の見通しか不透明で
はありますが、この様な不安定な時期であるからこそ学友同士の
絆を深める機会を作り、学友同土の交流を図りたいと考えます。
2. 活動計画
4~5 月：学友ミーティング（オンライン開催）
出来る限り呼びかけを行い、学友固士の近況報告や夏季研修会へ
の参加呼び掛け、学友交流の企画検討等を行う。
□ 7 月中旬：夏季研修
学友会からの参加を積極的に呼び掛けます。
口学友交流会
可能であれは直接会って行う交流・親睦会を開催したい。開催時
期や内容については上記学友ミーティング時に検討・企画したい
と考えておリます。
◆出前講座メニュー
①地区米山委員による事業概要 5 分
②奨学生による卓話 25 分

○青少年奉仕部門（宮川義行）
部門長 開 克行（熊本城東 RC)
副部門長 井上 邦広（大分キャピタル RC)
3 月に行われました、青少年奉仕部門協議会の報告を行います。
まず、5 月 27 日から 29 日まで予定されていますライラセミナ
ーに向けて、各クラブに 1 つずつ DVD を配りますので、視聴し
てライラ担当者を決めてください。当クラブでは視聴は終わって
います。
青少年交換事業は、現在ヨーロッパはむつかしいと思っていま
すが、今後、クラブ単独でむつかしければ、他クラブと協力して

の 1 年間の受け入れを考えてほしい。そのための、青少年交換担
当を作ってほしいとのことでした。
アクトに関しては、今までの 18 歳から 30 歳までの年齢制限が
撤廃されましたので、今後の在り方は各クラブ・アクトで検討
してください。今後アクトにも、人頭分担金が発生します。
ロータリーと同じ立場になります。このことについても、各ロ
ータリー、アクトで検討してください。アクトは、今後も会員増
強に努めること。青少年委員会に、アクト会長を入れること。
これらを検討してください。
次に、メインテーマとして、危機管理・ハラスメントについて
詳しく説明がありました。危機管理とは何か。
一つは、リスクマネジメントとして、危機を回避する。最悪を
想定する。
もう一つは、クライシスマネジメントとして、起こっている危
機を乗り越える。被害を最小限に食い止める。
次に青少年と接する際の行動規範に関する声明が読まれました。
国際ロータリーは、ロータリーの活動に参加するすべての青少
年のために安全な環境を作り、これを維持するように努める。
ロータリー会員、そのパートナー、その他のボランティアは、
接する児童及び青少年の安全を考え、肉体的、性的、あるいは
心理的な虐待から身の安全を守るため、最善を尽くさなければ
ならない。
戦争という新たな危機の中で、国際ロータリーは、戦争当事国
での青少年保護に取り組みます。さらに、戦争兵器（核、化学
物質、細菌、ウィルス）による当事国以外での青少年保護にも

取り組み、ロータリーにかかわっていない青少年には人道支援
を行います。
次に、ロータリー章典に準拠した報告要件として、虐待やハラス
メントのすべての申し立ては、この事態の報告を受けてから 72
時間以内に RI に報告するものとします。
怠った場合、青少年交換への参加資格の停止及び会員身分終結
をクラブに義務つけるなどの制裁処置も考えられます。
ロータリーのいう青少年保護は、ロータリーのイベントに参加

する青少年、ローターアクト、ライラ、インターアクトなどの、
14 歳から 30 歳までの青少年が対象になります。
それ以外の青少年に対しては、人道支援の対象になります。
最後に、国際ロータリー第 27 2 0 地区危機管理総則です。
地域社会のリーダー的メンバーによって構成されたロータリー
には、常に高い道徳性と社会的責任が求められる。
青少年と接する際の行動規範に関する声明は、青少年と活動す
るあらゆる状況で＇ロータリアンが守るべき基本的な原則を規定
した。
これに基つき危機管理の重要性を認識し、国際ロータリー第 2
7 2 0 地区は、ロータリーの活動に関連して起こりうる危機に
対し、率先してその社会的責任を全うする必要がある。
との認識に基づき、ここにガバナー統括の下、第三者委員を含む
危機管理委員会を設置し、ロータリーの信頼を高めるために地区
の危機管理体制を確立するものとする。以上になります。
次年度より、出前セミナーを活用しス青少年奉仕活動について、
会員の皆さんに理解を深めていただきたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。

■点鐘

（編集者 沼田敏雄 )
紙面の都合で、ロータリー財団部門と職業奉仕部門は次週掲載致
します。
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