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ゼンショーホールディングス
は低迷する地方スーパーの買収
に乗り出した︒外食が躍進する
コンビニに対応するにはＭ＆Ａ
などを通じた規模拡大が必要条
件となる︒
︵日経ＭＪ︶
ワインに合う缶詰を発売
中高年・主婦をマトに

マルハニチロホールディング
ス傘下のマルハニチロ食品はワ
インに合う食品シリーズ﹁ラ・
カンティーヌ﹂を立ち上げる︒
第一弾としてノルウェイ産サ
バのフィレ︵３枚おろし︶を使
った缶詰を発売した︒﹁さばフ
ィレ オリーブオイル﹂︵３２
０円／１００ｇ︶︒脂がのった
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消費税増税対応で重要なポイント
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●外食業界・消費者動向
上位 社の市場シェアは︑米国
が ％を超えるが︑日本はわず
か ％だ︒上位 社の１店舗あ
たりの売上高は米国より ％も
下回る︒

士魂商才の経営者／出光佐三語録
すが︑亡き主人の横顔に涙
しながら︑しみじみとした
述懐でした︒
﹁金を儲けよ﹂とは︑こ
の上もなくナマで︑
率直で︑
具体そのものの表現ですが︑
要するに︑うまく立ち回れ
とか︑うまく時勢に乗って
いけとかいった種類の訓示
なのでしょう︒それをこの
人は︑ただの一度も言わな
かったというのです︒
それでは︑何を言ったか
？ ﹁人を︑愛せよ﹂と言
いました︒﹁人間を︑尊重
せよ﹂と言いました︒人
｢﹂
とは自分の社員であり︑ま
たお得意さんでもあり︑さ
らに広くは国民全体でもあ
りました︒また︑﹁日本人
として︑誇りの持てる経営
｣
をせよ﹂と言いました︒そ
してくり返し﹁働け﹂と言
いました︒
︵ＰＨＰ文庫︶

ノルウェイ産のサバに風味豊か
なスペイン産のオリーブオイル
を組み合わせた︒
サラダやバケットの付け合わ
せのほか︑フランス料理に最適
といい︑自宅でワインを楽しむ
中高年や主婦たちに売り込む︒
パッケージは白地の缶に藍色で
植物の模様を描き︑陶器のよう
なデザイン︒今後はシリーズ全
体で 種類ほどの開発をめざす
という︒
︵日経ＭＪ︶

︿グルメ誌の特集紹介﹀
▽料理通信／１月号
特集１ ﹁小さくて強い店 は
｣︑
どう作る︵Ｖｏｌ６︶
・１９０万円からの開業実例を
一挙公開
発信力︑吸引力のある店ができ
ると︑街の流れが変わる︱︱そ
んな動きが起きています︒街を
楽しくする﹁小さくて強い店﹂
の主はどのようにして現在のス
タイルを考え︑形にしてきたの
か？ 新米＆ベテランオーナー
の実例を︑一挙公開します
・小さくて強い店の外観集
ワクワクする外観の店が増えれ
ば︑街はもっと楽しくなります︒
お客さんの目をくぎ付けにする
外観のヒント集を作りました！
・小さくて強い店の珠玉レシピ
スタンディングでも楽しめる
﹁小さな店﹂のメニュー︒

︵消費税は消費者が払う税な
のです︒事業者は消費者から預
かって︑代わりに納税している
にすぎませんから︑消費税は︑
本来︑外税表示であるべきだと
年頭早々︑頭の痛い話題で恐縮ですが︑４月１日︑５％から８ してみましょう︒
思います︶
％への消費税増税が施行されます︒そして 年 月１日には ％ ２︑メニューの表示変更
この特例は期限付きですので︑
への引き上げも予定されています︒マンション販売や耐久消費財︑ 価格の表示は︑今まで︑日本
高額装飾品などでは︑駆け込み需要が起きるなど︑業界にプラス に消費税が導入されてから﹁総 結局いずれは税込価格も表示し
の影響も出ていますが︑食べ溜めなど出来るはずもない飲食業界 額表示﹂という方針がとられて ないといけなくなりますが︑段
にとっては増税後の集客減が心配です︒客単価１万円以上のよう きましたから︑メニューには税 階的な増税が完了するまでは︑
な高級レストランでは︑３％や５％上がっても︑それほど影響は 込価格を表示しなければなりま 税抜き表示にするのがいちばん
ありませんが︑一般的には価格に敏感な消費者の足が遠のきかね せんでした︒したがって︑増税 手間が少なくて済みそうです︒
日本商工会議所では︑もっと
ません︒単純に増税分を価格に転嫁すれば済む話ではないでしょ によって税込価格が変わる場合
には︑すべての表示を書き直す 噛み砕いて分かりやすく解説し
う︒
た小冊子︵ＰＤＦ︶を配布して
必要があります︒
ちなみに︑ 年 月には消費 いますので読んでみてください︒
税 ％になりますから︑約１年 パソコンをされない方のために︑
というのが実態です︒吸収した 半後に同様の作業が発生します︒コヤマカンパニーでは︑紙ベー
スの小冊子︵左図は表紙︶もご
り︑預り金を売り上げに含めて 大変な作業量です︒
そこで今回の転嫁対策特別措 用意いたしておりますので︑お
計算していると︑申告時の資金
繰りを圧迫することになります︒置法では︑円滑かつ適正な転嫁 気軽に担当者までお申しつけく
また︑光熱費︑材料費︑人件 や事業者の事務負担軽減のため ださい︒又︑ドリンクメニュー
費も値上げが始まっていますか に︑﹁総額表示﹂義務が緩和さ 変更のお手伝いもさせていただ
ら︑いずれにしても４月までに れ︑﹁外税表示﹂﹁税抜き価格 きますので︑早目にご相談下さ
価格全体の見直しが不可欠です︒の強調表示﹂が認められること い︒
昨今の消費者は価格対価値に となりました︒
つまり︑税込価格を表示しな
非常にクールでシビアです︒単
品ごとの原価︵手間を含む︶と くてよい︑﹁外税表示﹂が 年
売価のバランス︒単品ごとでは ３月末まで時限的に認められま
凹凸があっても︑全体としてバ す︒すでに﹁外税表示﹂は認め
ランスがとれているか否か︑こ られていますので︑引き上げ日
の両面からの精査が必要なのは 以前であっても︑余裕をもって
当然ですが︑いちばん重要なの 早めに準備に取り掛かりましょ
は︑支払う金額トータルが価値 う︒ただし特例として認められ
るには︑例えば﹁当店の価格は
と見合っていることです︒
この機会に︑お客の立場に立 すべて税抜き表示となっていま
って︑メニューの中身を再点検 す﹂との掲示が必要です︒

!!

①出光は︑人間尊重の道場である
出光は事業会社でありますが︑組織や規則等に制約さ
れて︑人が動かされているたぐいの大会社とは違ってい
るのであります︒出光は創業以来﹁人間尊重﹂を社是と
して︑お互いが練磨して来た道場であります︒諸君はこ
の人間尊重という一つの道場に入ったのであります︒︵昭
和 年４月︑新入社員の入社式での佐三の訓示︒﹁我が
六十年間﹂第１巻より︶
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出光佐三は︑異色の実業 右腕であり続け︑のちに出
家です︒異色の経営者です︒ 光興産の相談役になった石
その説くところは︑いつ 田正寛が︑いみじくも言っ
も形面上的な観念論であっ ています︒
て︑金を儲けるための商売
﹁この人は︑私とは 年
のコツといった︑実利的な を超える長い付き合いであ
側面はまったくありません︒った︒にもかかわらず︑私
むろん︑実務の訓練は︑ にはただの一度も﹃金を儲
きびしかったでしょう︒け けよ﹄とは言われなかった
れどそれが︑そのまま﹁金
石田は︑昭和 年３月７
儲け﹂の方法論につらなる 日に︑佐三が満 歳の長寿
ことはありませんでした︒ の末に長逝したときに︑そ
佐三の在命中は常にその の枕辺にいた身内の一人で
9556

‥
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消費税増税に向けて何をすべきか

26
︑価格そのものの再検討
今回の増税に際して転嫁対策
特別措置法では︑﹁消費税は転
嫁しません﹂﹁消費税分を値引
きします﹂などと増税分をお客
からもらわないイメージを打ち
出す﹁消費税還元セール﹂を禁
止しています︒そのような表示
をしないで︑だまって吸収する
場合でも︑その分純利益が減少
します︒消費税は︑本来︑顧客
から預った消費税と支払い時に
仮払いした消費税
の差額を計算して
納める税金です︒
お店にとってはプ
ラスもマイナスも
ありませんが︑滞
納されている税金
の約半分は消費税

17

コンビニ中食に食われる
ファストフード︑苦戦鮮明に
和洋ファストフードの苦戦が
鮮明になっている︒マクドナル
ドは︑既存店客数が前年同月比
で２００３年８月以来の下幅を
記録︵前年同月比 ・９％減︶
︒
牛丼店﹁すき家﹂は 月まで
ヵ月連続で既存店売上高が前年
を下回った︒店舗網の拡大が続
くコンビニに押され市場が奪わ
れている背景がある︒
外食産業総合調査研究センタ
ーによると︑ 年の外食産業の
市場規模は 兆２３８６億円と
年前に比べ ％も減少した︒
コンサルティング会社︑アリッ
クスパートナーズの調査による
と︑市場減少の主要因は居酒屋
バーなどの﹁飲食サービス﹂部
門の縮少で︑同期間で約 兆円
から 兆円へ３割近くも減少︒
ファストフードを含む﹁フード
レストラン﹂部門も約 兆円か
ら１兆円減らしている︒
一方でコンビニエンスストア
の惣菜・弁当といった﹁中食﹂
部門が約３兆６０００億円から
５兆９０００億円へと６割以上
も伸びた︒
ファストフードなどの外食企
業が低迷する要因の一つが大規
模化・ 寡占化の遅れだ︒業界
28
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それでは︑会社のトイレは
きれいであるべきか︑と問う
と︑それもＹＥＳの答えが予
想されます︒であれば︑﹁お
前が掃除をしろ﹂と言われた
らどうでしょう︒きれいであ
るべきというのは分かるが︑
自分は掃除したくないと言い
ます︒ベクトルの向きが違う
のです︒
会社からお給料をもらって
いるので︑
まずやることです︒
自分と会社のベクトルの向き
が違えば︑会社の方を採るべ
きです︒ブツブツ言わずにま
ずやって︑その仕事より価値

の高い仕事ができるからとい
うことを認めてもらって︑別
のことをやればよいのです︒
どこの職場にも問題があり︑
文句を言いたくなる場合があ
ります︒
問題ではなくても︑前向き
に提言する場面もあります︒
そういう場合︑
常に主語を 会
｢
社は﹂とすべきです︒﹁これ
はけしからん︒会社のために
ならない と
｣言いたいのなら︑
大きな声でどうぞ︒﹁自分は
やりたくない 何
｣
｢だこれは︒
︵自分にとって︶ひどい﹂と
言うのなら︑会社に貢献して

リーダーは組織に貢献する
会社や社会に貢献したいと
いう志の高い人が真のリーダ
ーになり得る︒そうは思わず︑
自分のことだけ︑もしくは自
分の環境だけがよくなること
を考えている人は︑決してい
いリーダーにはなれません︒
従業員が会社に貢献して︑
会社の業績が上がって︑自分
に給与やボーナスで跳ね返っ
てくる︒これに賛同しますか
？と言えば︑会社も従業員も
ＹＥＳでしょう︒会社の向か
っているベクトルと従業員の
それは同じ方向を向いている
からです︒

(

その九十八●燗酒だけの宴

豊かな香りと深いコク
身体に優しいもてなし

酒を飲もうという試みで︑小 の中にお燗した酒を飲んだと
川原氏が呼びかけ人になった いう記述が出てきます︒平安
蔵元交流会の主催で東京や大 中期以降︑儀式では冷酒が出
阪で毎年続けられています︒ されましたが︑客人を寒い晩
東京の居酒屋でいえば︑戦 にもてなすときには燗酒を出
前から続く八重州の﹁ふくべ﹂ すことが一般化していました︒
や根岸の﹁鍵屋﹂などのよう 江戸時代から夏の土用の頃に
な老舗の店では酒燗器を使っ ウナギを食べながらぬる燗で
てきちんと燗を付けてくれま 一杯やるのは夏バテを防ぐた
すが︑大手メーカーの一升瓶 めの庶民の生活の知恵だった
を逆さまにして器械に突っ込 のです︒
小津安二郎監督の映画﹁浮
︑
草﹂︵１９５９年︑大映 は)
真夏の暑い日に志摩半島の小
さな港町にやってきた旅芸人
一座のドラマですが︑中村鷹
治郎扮する座長に飲み屋の女
んで温めているだけの酒場が 主人である杉村春子が﹁熱い
多かったものです︒ところが︑ の一本付けましょうか﹂と勧
専用の道具を使い︑客の注文 める印象的な場面が出てきま
に応じ︑好みの温度に燗酒を
す
︒
付けてくれるニューウェーブ
燗酒は季節を問わず︑日本
の居酒屋も増えてきました︒ では広く飲まれていたことを
ビールを冷やして飲むよう 窺わせるエピソードの一つと
になった影響で︑日本酒の世 いえましょうか︒
界にまで冷酒ブームが広がっ ︵平凡社﹁闘う純米酒﹂より︶
てしまいましたが︑日本では
治拾遺物語 ｣
世紀に出た 宇｢

鴨御飯
●材料／鴨半身 米 芹 醤油
酒
鴨肉の脂身を煮出した汁で米
を炊く︒
炊きあがる間︑別の鍋で鴨の
身を水３︑醤油４︑酒５の割合
で煮込む︵煮すぎると硬くなる
ので注意︶︒いったん身を取り
出し︑煮汁を冷まし︑もう一度
鴨肉を浸してから薄く切る︒
肉を御飯の上にのせ︑刻んだ
芹をかける︒

おはるは︑父親が持たせてよこした鴨の肉と︑見
事な葱を一束と︑芹と︑手打ちの饂鈍を小兵衛の前
へひろげ︑
﹁お父つぁん︑今日は︑これをとどけに来るつもり
でいたんだとよ︑先生﹂
﹁何よりの御馳走だ﹂
小兵衛は︑おはるに命じ︑鉄鍋で葱と共に焼き︑
酒をふくませた醤油につけて︑食べることにした︒
酒が出た︒秋山父子は︑悠々として鴨を食べ︑酒
をのんでいるが︑さすがに山本孫介は︑口に入れる
ものの味もわからぬ体であった︒
酒のあとは﹇鴨飯﹈である︒これは︑おはるが得
意の料理で︑鴨の肉を卸し︑脂皮を煎じ︑その場で
飯を炊き︑鴨肉はこそげて叩き︑酒と醤油で味をつ
け︑これを熱い飯にかけ︑きざ
んだ芹をふりかけて出す︒
それまで黙念としていた孫介
老人も︑この鴨飯には︑おもわ
ず舌つづみを打ち︑
﹁かようなものが︑この世に︑
ござったのか⁝⁝﹂
おどろきの声を発したのであ
る︒
﹃(
辻斬り﹄中﹁老虎﹂より︶

いるのかどうか疑問です︒
きっちり説明してやることで
リーダーは︑自らこの姿勢 す︒大勢の若い人と話すこと
を貫き︑部下にもそうさせる がありますが︑これは例外な
く理解してもらえます︒自信
ことです︒
最近︑﹁お給料が高い 残
｣
｢ を持って説明すべきです︒こ
業をしなくてよい﹂﹁休みが れくらいのことが説明できな
十分取れる﹂︑そんな条件あ いリーダーであれば︑人はつ
りきで会社探しをしているフ いてきません︒
シがあります︒なるほど︑従
私は会社も部下も大切です
業員あっての会社ですから︑ が︑会社の存続があっての従
ひとつの考え方ではあります︒業員です︒会社の売上︑利益
しかし︑こんなことを言って があってこその社員であるこ
いたら︑リーダー失格です︒ とは絶対忘れてはいけないと
会社は収益性がまずあって︑私は思います︒
はじめてそれを従業員に分配
︵Ｓ・Ｊ︶
できるのですから︑﹁まず会
社に貢献する﹂﹁貢献しなが
ら自分を高める﹂﹁次にそれ
が従業員に返ってくる﹂と︑

かも

鴨

ワインアドバイザー
ＡＫＩＨＩＫＯ Ｍ．
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従業員教育の一つのヒント(56)
KOYAMAWINEPARK

〜あき丸ワイン漫遊録〜⑨
ビールやワイン︑焼酎がな 自宅での晩酌は辛口神亀の燗
く︑日本酒の燗酒だけの宴と 酒で通しますが︑近年燗酒復
は珍しく見えるが︑燗酒の魅 権の動きは︑いろいろなとこ
力とは︑一体どんなところに ろで出てきています︒
日本酒造組合中央会がかつ
あるのでしょうか︒
﹁温めた酒を飲むと︑舌の て生酒を冷やして飲もうとい
味蕾が開いてきて︑味を鋭敏 うキャンペーンを繰り広げた
に感じるようになる︒それに
日本酒の旨味成分の中には乳
酸やコハク酸のように温度が
上がることによって花開くも
のもある︒しっかりした造り
で熟成させた純米酒なら︑燗
に付ければ豊かな香りやコク 影響もあって︑夏には吟醸酒
が立ち︑料理の味や油に負け や生酒などの冷たい酒がもて
ない食中酒になる︒それに比 はやされましたが︑﹁日本酒
べ︑アル添酒は醪が完全に発 は本来︑燗で飲むもの︒温め
酵していない時期にアルコー た酒を料理とともにゆっくり
ルを加えるので︑酒のバラン 味わって︑夏バテを防ごう﹂
スがよくない場合もあって︑ と︑２００３年８月に東京の
燗をすると酒の味が崩れやす ホテルで︑﹁燗酒楽園﹂とい
い﹂と語るのは神亀の小川原 うイベントが開かれ︑話題を
集めました︒
良征氏です︒
小川原氏は冬も夏も一年中︑ 暑い夏にこそ︑温かい純米

■池波正太郎著／
剣客商売 庖丁ごよみ③

冬

2
3種類試飲しました。本場シャンパ
ンから気軽に飲めるものまで、タイ
プいろいろ選んでみました。
もう一つのテーマで、ボジョレー・
ヌーボーの飲み比べをしたかったの
ですが、今年はワインの出来もよく、
評判通りに売り切れてしまったので、
２本ほどを少しずつ分けて飲みまし
た。お客様から「今年のヌーボーは
おいしい」という意見が多かったの
ですが、たしかに果実味豊かでおい
しかったです。
次回は春ごろに予定しています。毎
回開催店を転々と変えて、数多くの
ワインに親しみ、料理との合性を確
かめながら、皆さんにより嗜好にピ
ッタリのワインをご提案できるよう
に頑張っています。
コヤマカンパニーでは、３ヵ月に１
回の割合で社内向けの料理付き試飲
会を行っております。しかしこれは
有料試飲ですので強制ではなく、各
社員自由参加です。
それでも毎回2
0人前後集まってくれ
るのです。それだけみんなの意識の
中でワインをもっと知りたいと思っ
ているのでしょう。今やレストラン
をはじめバールなどの洋風店は当た
り前で、和風なお店でもワインを置
かれています。
それに伴い「コヤマお薦めワイン」
としてチラシやコヤマn
et
などでお
客様に発信させていただいているの
ですが、味を少しでも分っていると
説明もしやすいし、お客様に納得し
てからお買い求めいただけると思い
ます。
今回も年末年始、クリスマスにお薦
めのスパークリングワインを中心に

（２〜３）

コ ヤマ 新聞
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