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 マークの行事はどなたでも参加できます。参加ご希望の方は事務局までご連絡下さい。Tel 045（222）3671
※日程変更の可能性もあります。 e.doyuをご覧下さい。

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 赤口 ２ 先勝 ３ 友引 ４ 先負 ５ 仏滅 ６ 赤口
元旦

７ 先勝 ８ 友引 ９ 先負 10 仏滅 11 大安 12 赤口 13 先勝
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
県南支部幹事会

横浜支部幹事会
横浜港支部幹事会
湘南支部幹事会
県央支部幹事会

相模原支部幹事会 政策委員会
横浜市大講義⑫

広報委員会

14 友引 15 先負 16 仏滅 17 大安 18 赤口 19 先勝 20 友引
成人の日 かながわ女性経営者ネ

ットワーク幹事会
理事会 小田原支部例会 

県央支部例会 
小田原支部幹事会
総務委員会
横浜市大講義⑬

たま田園支部例会 

21 先負 22  仏滅 23 大安 24 赤口 25 先勝 26 友引 27 先負
川崎支部例会 湘南支部例会 横浜支部＆横浜港支部

例会 
県南支部＆ダイバーシ
ティ共催例会 
共同求人新春情報交
換会

28 仏滅 29 大安 30 赤口 31 先勝
人を生かす経営協議会 同友会を知る為のオリ

エンテーション 
組織委員会

相模原支部例会 

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
１ 先負 ２ 仏滅

３ 大安 ４ 赤口 ５ 先勝 ６ 友引 ７ 大安 ８ 赤口 ９ 先勝
川崎支部幹事会
たま田園支部幹事会
県央支部幹事会
県南支部幹事会

湘南支部幹事会
相模原支部幹事会
経営指針G長研修会

小田原支部幹事会 横浜市大講義⑨
青年部会

４年目・５年目研修会
横浜港支部／昼例会 
広報委員会

10 友引 11 先負 12 仏滅 13 大安 14 赤口 15 先勝 16 友引
かながわ女性経営者ネ
ットワーク幹事会
県南塾

理事会 横浜支部中央地区例
会 
相模原支部例会 
青年部会幹事会
横浜市大講義⑩

たま田園支部例会 

17 先負 18 仏滅 19 大安 20 赤口 21 先勝 22 友引 23 先負
川崎支部例会 県央支部例会 横浜支部北地区例

会 
湘南支部例会 
小田原支部例会 

横浜市大講義⑪
総務委員会

県南支部例会 天皇誕生日

24 仏滅 25 大安 26 赤口 27 先勝 28 友引 29 先負 30 仏滅
振替休日 共同求人WG会議

組織委員会
同友会を知る為のオリ
エンテーション 

ダイバーシティ委員会
例会

１月

12月

S C H E D U L E
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S P E C I A L特 集

まずは手軽にインターネット
でPR

　企業PRの目的といえば、自社ブランド、

商品、サービスの情報を広く認知させること。

そのため、これまではテレビや雑誌広告など

を用いて大規模にPRできる大手企業の商品

やサービスが圧倒的優位に立っていました。

　ところが、これを変えたのがインターネッ

トの出現です。SNSの登場などにより情報発

信の手段は手軽で多彩になり、いわゆる口コ

ミなどが大きな影響力を持つようになってき

ました。中小企業にとってはまさに、チャン

スです。

　まずは会社や経営者の独自性を生かして認

知度を高め、自社のファンになってもらうの

がPRの第 1 歩。その後、徐々に商品やサー

ビスへの理解を深め、顧客へと導いていくこ

とができれば目的達成です。

　では、企業や経営者の魅力は、どのように

広めていけば良いのでしょうか？

「例えば、SNSを使うとか、ブログを使えば、

電気代やネット通信料の他には 1円もかから

ずにPRできます。そこが、紙媒体とは違う

インターネット
PR攻略法

あなたの会社のホー
ムページは、

ちゃんと“生きて”い
ますか？

ところ。しかも、発信する量に制限がなく、

世界中の誰のところにも情報が届けられま

す。」と、松村さん。

　「購買や契約にたどり着いてもらうために

は、色々なステップがあるのですが、特に重

視するのはお客様の心の動きであり、行動心

理学です。商品または会社にまずは好意や興

味を持ってもらい、調べてもらう。そして、

自分にとって必要または欲しいという欲求を

引出し、購買に結びつけていきます。」

　自社のPRや広告、ブランディングを考えたとき、

真っ先に思い浮かぶのがインターネットによる方法

です。しかし、ノウハウがない中小企業では、いつ

のまにか手段が目的化してしまい、作っただけで終

わっている会社も多いようです。

　そこで、ホームページ制作とその解析、WEB軸

のコンサルティグを専門とする「売れるヒントを提

供する会社」株式会社ハマ企画の松村千代さんにイ

ンターネットによるPRの現状とその活用法につい

てお話を伺いました。

株式会社ハマ企画　松村千代氏
（神奈川同友会　横浜支部）

●株式会社ハマ企画
〒220－0011　横浜市西区高島 2 －10－13
　　　　　　横浜東口ビル708
TEL 045－450－3095　FAX 045－450－3096
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ベースとなるのはホームページ

「ホームページ（以下HP）は、名刺代わり」

という話を良く耳にします。今やそれほど企

業にとっては「あるのが当たり前」なのが

HPです。中でも、インターネットバンキン

グの法人口座は、HPがないと開けない場合

もあります。HPは今や企業の信用度を計る

ツールの一つとなっているのです。

　現在は、すでにHPを保有している企業が

大半ですが、HPはどのように制作すればい

いのでしょうか？HPの制作方法には、業者

に依頼する方法と、自社で既存のソフトを用

いて制作する場合の 2 種類があります。HP

制作会社は多岐にわたり、セールスの電話や

メールも多いことでしょう。

「ですが、無料で制作して更新料で稼ぐよう

な業者はあまり推奨できません。解約時に違

約金を払わされたり、携帯電話プランの 2年

縛りと同じように途中解約ができなかったり

することがあります。」と、松村さん。

　業者選びには慎重になったほうが良さそう

です。実は、HP制作会社にも得意分野がそ

れぞれあると言います。

「デザイナーの割合が多くデザインが得意な

会社、SE（システムエンジニア）の割合が

多くシステム構築が得意な会社など、得意分

野が分かれています。ですから、業者に依頼

する時にはその会社の得意分野を、その会社

のHPの実績を見たり、ヒアリングをしたり

して確認することが大切です。HP制作会社

はブラウザーで見られるものなら何でも作っ

てくれると思われがちなのですが、実は意外

と細分化されているのです。

　また、会社の規模、クライアントの規模、

取引金額によっても、おすすめするHPのタ

イプは変わってきます。」

　因みに、株式会社ハマ企画では、内容にも

よりますが30万円ぐらいからHP制作を承っ

てくれるそうです。予算が厳しい時にはIT補

助金などを上手に利用するのもいいかもしれ

ません。

ホームページ制作は
経営戦略の一環に位置づける

　PRするときには、そもそもPRしたい商品

が自社において、または業界においてどんな

位置づけの商品で、その強みや弱みは何なの

かをきちんと把握するところから始めること

が必要です。

「何を目的にPRするのか、経営戦略の一環と

してHPを考えることがとても重要です。会

社には、経営戦略があって、その上に営業活

動があります。だから、その中にHPを組み

込むことで、初めて予算取りも時間取りもき

ちんとできるからです。よくあるのが、会社

概要のパンフレットだけを渡して、『これで

HPを作って』と言われるパターンです。そ

れではパンフレット以上のものは作りようが

なく、お客様の思いは伝わりません。何を

PRしたいのか、何がその会社の強みなのか、

どんな思いで経営しているのかをきちんと制

作会社に伝えてから制作してもらうことが大

切です。

　また、HPは作って終わりではありません。

経営戦略が変化していくのに伴い、変化させ

ていくものです。子供と同じ様に育てていく

ものとお考えいただくと良いと思います。手

はかかりますが、きちんと面倒を見ていけば、

HPは生きた営業ツールに育っていきます。

多くの中小企業では、HPが営業戦略外になっ

ていることが多いので、作ったまま放りっぱ

なしになりがちなのでしょう。

　作ったまま何も更新されていないページ

は、我々の業界では『死にページ』と呼ばれ

ています。Googleでは、更新されていない

HPの順位を下げています。更新されていな

いということは、HPが生かされていないと

いうことだからです。ぜひ、どんどん更新を

重ねて、HPを育てていって欲しいものです。」

と、松村さんは語ります。

　そのためには、業者に制作を依頼した場合

にも、自社で更新できるようにソフトを組み

込んでおいてもらうことが得策でしょう。

自社でHPを制作するには…

　一方、予算がないので自社でHPを作成し

たいという方もいるでしょう。インターネッ

ト上にもJimdo、Wix.com、アメーバオウン

ド、WordPressなど、無料のHP作成ソフトや

外部サービスなどがたくさんあります。

「その場合には、少なくとも多少技術や知識

のある人が自社にいるかどうかがポイントに

なってきます。サーバーにソフトをインス

トールさえすれば、タイトル、文章、写真を

入れて公開ボタンを押せば出来上がり、と簡

単にできるようになっていますが、それでも

写真の加工技術は必要です。

　デジカメで撮影したデータは、データサイ

ズが大きすぎるので、画像加工ソフトを使っ

て小さくすることが必要です。今はスマホの

撮影データさえ 5 MB以上ありますから。そ

の技術や知識がなければできません。

　また、WordPressは世界シェア率NO．1の

HP制作ソフトで、プロも利用するソフトで

す。我々からすると、何もないところから作

るよりはとても楽だし、世界中の人が使って

いるから、それを補うプラグインというソフ

トがたくさんあるのが利点です。しかも、シ

ステム会社に依頼したら100～200万円かかる

ようなプラグインソフトも無料で使えます。

でも、知識がない人には使いこなすのがとて

も難しいソフトです。

　確かに、ソフトをインストールすればHP

の形はすぐにできます。でも、自分のやりた

いデザインやレイアウトにするためには、知

識や技術がないと難しいです。プラグインの

開発者の多くが海外の方のため、プラグイン

の管理画面が英語の場合も多く、そもそもプ

ラグインは世界中から色々な人が提供してい

ますから、互換性もありません。」と、松村

さん。

　では、自社で制作するのは無理なのでしょ

うか？

「スタートアップの会社や個人事業主のかた

なら、『ペライチ』というサービスが良いか

もしれません。本当に 1 ページだけのHPを

作るサービスで、管理画面に入ると専門的な

知識がなくても、比較的簡単に最低限必要な

会社案内のHPを制作することができます。」

　HPはマラソンの練習と同じで、小さな物

から始めて、少しずつレベルアップしていく

のがコツのようです。

HPのセキュリティと
ブログの落とし穴

　HPは自社の経営戦略に合わせて、自在に

変更できるのが最大のメリットです。しかし、

自社でアクションを起こさなければ更新作業

ができず、手間や、場合に因っては費用がか

かるのがデメリット。しかも、ときにはサイ

バー攻撃により改ざんされてしまう可能性も

あるので、セキュリティも必須です。エッ、

中小企業なのに？と、思った方もいらっしゃ

ることでしょう。

●ホームページ
＜メリット＞
・自社PRの要になる
・ どんなことでもお金と時間をかければ
最大の可能性がある
・自社の戦略を反映しやすい
・会社の信用になる
＜デメリット＞
・ 管理は基本的には自社でしなくてはい
けない
・ 使い方によっては、お金が結構かかる
場合がある
・ 自社で更新をする場合、技術者がいな
い時には更新レベルが下がらないよう
に社員教育が必要
・ アタックなどをかけられて、書き換えを
行われたりすることがある。
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「省庁にサイバー攻撃する人々とは異なり、

遊び半分で攻撃をかける人々がほとんどなの

で、会社の大小はあまり関係がありません。

愉快犯なので、壊して楽しんでいるのです。

　そこで、改ざんをストップさせるためのソ

フトを入れるのですが、それでも攻撃されな

くなるわけではなく、されにくくなる、また

は改ざんされた場合にはメールでお知らせが

来るようになるだけです。それでもセキュリ

ティソフトを入れておかないと、わかりにく

い改ざんだった場合、自社のサイトが知らな

いうちにウィルスをまき散らしてしまってい

ることもあります。

　また、HP無料ソフトで作成した場合には、

レンタルサーバーにセキュリティのサービス

があるかどうかを尋ねてみると良いでしょ

う。今はセキュリティサービスを用意してい

るサーバーが多いので、そこでご契約いただ

くのが一番簡単です。

　あとは、最新の状態のHPをバックアップ

しておくこともお勧めです。改ざんされると

前のデータがサーバー上になくなってしまう

ので、復元ができません。バックアップをし

ていないと、始めから作り直すことになって

しまいますから。」

　また、自社HPの中にブログをいれている

会社も多いですが、そちらも同様にセキュリ

ティが必要です。一方、アメブロのような外

部サイトを利用している場合は、自社でセ

キュリティ管理の必要はほとんどありませ

ん。ただし、外部サイトの無料ブログの場合

には、著作権は書いた人にあることが多いの

ですが、ブログ内の文章や写真はサイト運営

会社が自社の発行物に自由に使用する権利が

あるという規約になっている事もありますの

で、注意が必要です。

HPは解析をして
経営戦略に反映させる

　事業はPDCAが大切と言われますが、HPも

同じだと松村さんは語ります。

●ブログ
＜メリット＞
・情報発信が容易にできる
・ 特殊な知識がなくても、記事を書くこ
とが可能
・ ブラウザーだけあれば、どこでも更新
が可能（スマホからも可能）

＜デメリット＞
・ 自社のHPがあってサブに使用するのは
良いが、ブログだけだと会社の情報を
きちんと伝えにくく、会社の信用を問わ
れる
・ 無料ブログを使うと、サービスが終了し
てしまうリスクがある

「Pで経営戦略を立てます。DでHPを作りま

す。そして、それで終わりという会社が意外

と多いですが、その後のチェックが重要です。

　Googleアナリティクスという無料のツー

ルがあるのですが、実はこれは元々プロユー

ス用に開発された物です。だから、知識がな

い人には使いにくい。ビッグデータから必要

な数値をチョイスするweb解析士、アナリス

ト、コンサルタントと言われる人たちが見て、

解析する必要があります。」

　Googleアナリティクスを利用すると、ア

クセス数、離脱率（自社HPからでていった

割合）、滞在時間（何分ぐらいHPを見ていた

のか）、コンバージョン率（お問い合わせに

どれぐらいつながったのか）、ランディング

ページ（どこのページから自社サイトを訪れ

たのか）などのほか、自社サイトにどのサイ

トから入ってきたのかなどもわかるといいま

す。それらを分析し、HPの改良や経営戦略

の変更に繋げていきます。

　実は、株式会社ハマ企画では解析・コンサ

ルティングをメイン業務に据えています。そ

して、Googleアナリティクスを知るための

セミナーも開催しています。自社でチャレン

ジしてみたい方は受講してみるといいでしょ

う。（囲み記事参照）自社のHPがどのように

見られ、利用されているのか、その実態を知

る一助となります。また、株式会社ハマ企画

では 5万円前後で事前に決めた 5～ 6項目の

解析を毎月一覧できる画面を作成するサービ

スも展開しています。

SNSでプッシュ型のPRをする

　HPは今や企業にとって必須アイテムです

が、弱点もあります。それは、検索というア

クションを起こしてもらわなければ見てもら

えないということです。そういう意味では、

紙媒体に優位性があるかもしれません。営業

マンがお届けする紙媒体のニュースレター

は、否応なく取引先の目に入り、そこから興

味を抱き、読んでもらう事が可能だからです。

「プッシュ型、プル型という言い方があるの

ですが、それで言うとダイレクトメールやパ

ンフレットはプッシュ型です。HPはプル型。

　ただ、インターネットには色々な手法が

あって、SNSはどちらかというとプッシュ型

です。例えば、インスタグラムには＃から始

めるハッシュタグというのを付けられるので

すが、これを付けることによって、その情報

を欲しがっている人に見てもらう事がでるシ

ステムです。住宅の写真に『＃インテリア』

と付けておけば、インテリアが好きな人に自

社の住宅の写真も見てもらう事ができるので

す。このように、SNSにはプッシュとプルの

両面があるのですが、どちらかというとプッ

シュに近いツールと言えます。

　だから、例えば写真を撮ることが好きな人

なら『Instagram』、短いセンテンスでつぶや

くのが得意なら『Twitter』、文章を書くのが

好きなら『ブログ』で、というように自分の

得意分野でSNSを利用していただくといいで

しょう。」

インターネットPR各種ツールの
使いこなし術

　インターネットでPRするツールとしては、

HP、ブログ、SNS、動画（YouTubeなど）、

インターネット広告がありますが、それらは

一長一短。当然メリット・デメリットがある

ので、上手く使い分けることが大切です。ブ

ログは文章や写真を手軽にたくさん掲載でき

るので、ブログをHP代わりに使っている会

社も散見しますが、ブログは情報が流れて

いってしまうので、会社の情報を伝えにくく、

会社の信頼性も損なうので避けたいもので

す。しかも、無料のサービスを利用している

と、システム自体は提供会社の物なので、あ

る日突然閉鎖されてしまう危険性も内包して

います。

　また、SNSは昨今多岐にわたっていて、代

表的なものに F a c e b o o k、T w i t t e r、

Instagram、LINE等があります。

「どれもアカウントさえとれば誰でも発信で

きるので、非常に手軽に始めることができま

す。しかも、無料なので、それらを複合的に

使うことで、さらに有効的になります。

　ただ、それぞれ利用している年齢層が異な

りますし、目的がB to BかB to Cかによって

もお勧めのツールが異なります。しかも、同

じB to Cでも業種や商品・サービス内容に

よっても、ターゲットが異なるのでお勧めす

るSNSは異なってきます。

　それぞれのツールの利用年齢層を考え、そ

れぞれのツールの特性を活かして利用するの

●SNS（Facebook・Twitter・
　Instagram・LINEなど）
＜メリット＞
・比較的手軽に始められ、簡単に使える
・ 利用するSNSによってターゲットの使い
分けができる
・複数のSNSを並行して利用できる
＜デメリット＞
・効果が出るまでに時間がかかる
・ 「面白い」か「得する」情報以外には、
反響が薄い。
・B to Bのビジネスには比較的向かない
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が良いでしょう。例えば、アパレル関係だっ

たらInstagramが強いですし、飲食関係だっ

たらInstagramに写真を載せるとか、LINE＠を

使うのも有効です。さらに、高級店なら

Facebookで情報発信するのも良いでしょう。

　そして、製造業では、例えば家具を作って

いるとか、自社で金属加工をして個人のお客

様に販売しているなどB to Cの場合にはSNS

が有効です。一方、B to Bの場合には、自社

のブランディングとして利用できます。例え

ば、求人をしたい場合、若い方達の目にとま

るSNSが非常に有効です。ただし、常に情報

発信をし、見られたときに情報が積み上がっ

ている事が大切です。

　このように、SNSはブランディングとして

使いたいのか、物を売りたいのか、集客で使

いたいのか、どのように使いたいかによって

ツールの選び方・使い方も異なってきます。」

映像を使ってPRする

　YouTube人気と共に、動画をHPの中で使

うケースも増えてきています。静止画や文章

だけより目を引きやすく、音声も入れられる

のがメリットとあって、セミナーの紹介動画

や自社のサービス紹介、会社紹介、社員紹介

などに利用されています。

「10代～20代の若者の中には、家にいるとき

はテレビを見ず、 1日中YouTubeを見ている

という方達もいるようです。ですから、若者

がターゲットの場合には、とても有効な手段

です。」と、松村さん。

　視覚的に見せられるというのは、文字離れ

が著しい現代では、有効な手段の一つである

のは間違いありません。動画の中でアニメを

使って解説したりするなど、利用の幅は広

がっています。

　ところで、意外とおざなりにされているこ

とが多いのが、HP上の写真です。HPでは写

真がファーストアイキャッチです。中小企業

では、自社でスマホやデジカメで撮影した写

真を載せている会社が多く見られますが、写

真の善し悪しはHPの信頼度にもつながるの

で、文章もさることながら写真の仕上がりに

は気をつけたいものです。

●動画（YouTubeなど）
＜メリット＞
・関心を集めやすい
・文章より伝えやすい
＜デメリット＞
・ 自社で編集するのであれば、技術が必
要
・動画単体だけでは自社PRが難しい
・複数用意するとなると、費用がかかる

〈取材・文／（有）マス・クリエイターズ　佐伯和恵〉

「ついでに言えば、自社ドメインも用意した

方がいいですね。.comドメインでも年間数

百円でとれますから。Gmailを利用している

社長さんは意外と多いのですが、自社ドメイ

ンを取っておいて、それをGmailに転送させ

るというような利用法がお勧めです。見る人

が見れば、自社ドメインも会社の信用度の物

差しになりますから。ただし、Gmail自体は

活用範囲がとても広いので、持っておくのが

お勧めです。」

インターネット広告を
利用するコツ

　インターネット広告というのは、Google

やYahooを使って検索したときに、上部や右

側にPRと言う表示と共に出てくるものです。

一般的に、大きく費用がかかるけれども必ず

しも効果が出るものではないので、中小企業

では利用しにくいツールです。しかも、一番

のデメリットはクリックしてもらわないと見

てもらえないことです。

「一方、Facebookの広告だと、個人がプライ

ベートで使っているラインに出てくるので、

目に付かせやすく、しかも利用者が意図しな

くても見せられるというのがメリットです。

　また、Facebookに限って言えば、年齢層

や住む地域、男女などを限定して広告を出す

ことができます。セグメントと言って、例え

ば『経営者層、40～50代、神奈川県』などの

ような指定ができるので、ターゲットを絞っ

て広告することができます。従って、Google

やYahooの広告に比べたら、ローコストで効

果が得られる可能性があります。」

　実は、Google AdWordsやFacebook広告で

は、 1ヶ月の上限金額を最初に決めて広告す

ることができます。したがって、使い方によっ

ては有効な広告手段になり得ます。

　役割としては認知拡散という部分が強いの

で、長期間出した方が効果的です。その際、

●インターネット広告
＜メリット＞
・広く人の目に止まる
・お客様が個人でも法人でも対応可能
＜デメリット＞
・高額を投下しないと結果が出にくい
・ 効果を出すためには、長期で考える必
要がある
・ やり方によっては大きな効果が出るが、
知識がない人が行うと費用対効果が望
めない
・ SNSはターゲットにあったものを使わ
ないと、効果が全く出ない。
・ 広告出稿審査があるため、何でも出せ
るわけではない。

◇新任のWeb担当者・アナリスト向け◇
今から使いこなす

Google アナリティクスセミナー

Webマーケティング・コンサルティングのス
ペシャリスト田中友尋氏による実践に特化し
たGoogle　アナリティクス入門編講座です。
【カリキュラム内容】
・ 最低限必要なGoogle アナリティクス用語
を学ぶ
・アクセス解析理論思考について
・Google　アナリティクスの設定確認 など
【日程】
2018年12月15日（土）10：00～13：00
2019年１月19日（土）10：00～13：00
2019年２月９日（土）10：00～13：00
（お昼休みはありません）
【会場】　ハマ企画（横浜駅東口）
【受講料】　15,000円（税別）
＊６名以下の少人数学習
◆お問い合わせは
　（株）ハマ企画045－450－3095まで

キーワード選びは重要で、お客様が検索する

ワードとミスマッチになってしまわないよう

に慎重に決める必要があります。」

　インターネット広告は、ちょっと上級者向

けのツールなのかもしれません。

＊　　　　＊

　このようにインターネットによるPRは多

岐にわたり、しかもそれぞれに特長があるの

で、十分な知識を持って使い分ける必要があ

るようです。時にはプロの知識と技術に頼る

事も必要でしょう。

　ただ、現代はインターネット至上主義に陥

りがちですが、イギリスの新聞「インディペ

ンデント紙」が全面デジタルに変更したにも

関わらず読者のデジタル媒体への移行が進ま

ず苦戦を強いられているという事例に見られ

るように、年齢層によっては日常生活におい

てデジタルをあまり利用していない人々が存

在することも忘れてはなりません。そして、

まだまだ紙媒体にしかないメリットもありま

すので、ケースに応じて使い分けていく事も

大切です。自社の強みをよく分析し、ツール

の選択をすることが、やはり一番重要なポイ

ントだと言えるでしょう。
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種類株式とは
　株式会社は内容の異なる種類株式を発行することができること
をご存知ですか。会社法は「株式会社は、株主を、その有する株
式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない」（109
条）と株主平等の原則を定めています。よって、みんな同じの印
象をうけますが、反対に考えてみると、異なる種類の株式を持つ
ものには違う扱いをしてもいいとみることもできます。実際に条
文で、優先株式、劣後株式、議決権制限株式、譲渡制限株式、取
得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付株式、拒否権
付株式、役員選任権付株式の発行について規定されています。

　種類株式は会社の実情にあわせて組み合わせて使えることがポ
イントです。発行に際してはその株式の種類によって議決要件が
異なり、定款に定めて登記を必要とするものもあるので、株式制
度設計をする際には注意が必要です。それでは具体的な種類株式
の内容をみていきましょう。
①優先株式・劣後株式
　株主は会社から配当請求権や残余財産分配請求権など直接経済
的な利益を受けることができる権利を持っています。この権利に
ついて他の株式に優先して請求権があるのが優先株式で、ほかの
株式に劣後した請求権であるのが劣後株式です。優先株式は議決
権制限株式と組み合わせることによって事業承継対策で活用が期
待されます。つまり、「お金はあげるから、経営に口はださない
でね。」とすることができるのです。
②議決権制限株式
　議決権制限株式には議決権が全くない完全無議決権株式と一部
の事項について議決権をもたない議決権制限株式があります。活
用例としては将来株が分散してしまうおそれがある場合に経営に
参加が期待されない、参加してほしくない者に議決権制限株式を
発行します。そして、遺言にて、「普通株式は次の経営者に、議
決権制限株式は他の者に」と行先を指定しておくことで、実質的
な経営者の指定ができます。ただし、議決権制限株式を取得する
他の相続人の不満解消のため、配当優先株式や取得請求権付種類
株式もあわせて発行し、利益調整をする必要があるでしょう。
③譲渡制限株式
　譲渡制限株式とは譲渡による株式の取得について発行会社の承

認を必要とする株式です。中小企業のではこの種類株式を採用し
ているところが多く、第三者に株式が容易に渡らないようにされ
ています。譲渡制限の有無は定款で確認することができます。譲
渡制限株式発行会社は株主が株式を譲渡する際に承認を要すると
するだけでなく、会社自身を買受人に指定することもできます。
④取得請求権付株式
　取得請求権付株式とは株主が株式の発行会社に対して、自分の
持つ株式の取得を請求することができる権利がある株式です。取
得請求があった場合は分配可能額がない場合を除いて会社は株式
を取得しなくてはなりません。議決権制限株式を相続対策に使う
場合、経営に参加しない株主の不満を解消するためにいつでも株
式の買い取りを会社に求めることができるようにしておくなどの
使用法があります。
　また、従業員持株会での活用も期待できます。いつでも会社が
買い取ってくれる仕組みがあれば従業員さんは安心して持株会に
加入することができるでしょう。
⑤取得条項付株式
　取得条項付株式とは先ほどの取得請求権付株式とは逆で、会社
が取得する権利をもっている株式です。例えば、次の経営者が未
確定の時に①議決権制限株式を発行し、取得条項付きにする。②
贈与によって株式を移転、③後継者が決まったら、後継者の持つ
株式を議決権制限株式から普通株式に転換させるというような活
用法があります。逆に候補者に普通株式を贈与しておき、経営者
が決定した際に他の者の株式を議決権制限株式にすることもでき
ますが、この際には株主全員の同意が必要になるため、種類株式
発行へのハードルが高くなります。
⑥全部取得条項付株式
　全部取得条項付株式は株主総会の特別決議によって会社がその
種類株式を全部取得できる株式です。旧商法ではできなかった
100％減資ができるようになる株式です。方法としては①株式の
全部を全部取得条項付き株式に変更、これを取得。②自己株式の
消却を行うと同時に新種の株式を発行。③既存の株主はいなくな
り、新たな株主が生まれることになります。

　いかがでしたでしょうか。種類株式は数種類を組み合わせてつ
かうことで、利益の調整を図ります。今回 1度読んでしっくりこ
なかった方は何回か読み直していただくとその利便性に気付いて
いただけるかと思います。また、特徴としては自社の状況に合わ
せて使え、状況が変化した際には制度の修正ができる柔軟性もあ
げられます。次回は残りの拒否権付株式、役員選任権付株式と種
類株式に類似の属人的株式を紹介します。そして、種類株式活用
の際の注意事項も確認したいと思います。お楽しみに！

大井行政書士事務所
大井公美子さん（横浜中央地区）
行政書士・ファイナンシャルプランナー
事業承継・相続対策につき、法律面だけでなく、感
情（想い）と勘定（お金）の問題発見から解決手段
までトータルサポート。争族問題の回避、想続・事
業承継をお手伝いします。

種類株式という選択肢【その１】

W R I T I N G

かながわ事業承継塾　第６回かながわ事業承継塾　第６回

©大井行政書士事務所

種類株式

①剰余金配当
　優先株式

④譲渡制限株式

⑦全部取得
　条項付株式

②残余財産分配
　優先株式

⑤取得請求付
　株式

⑧拒否権付株式

③議決権制限
　株式

⑥取得条項付
　株式

⑨取締役・
　監査役の
　選任権付株式
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テンプラス社労士・
行政事務所
　鈴﨑　治男

「いい会社にしたい」等のお声
に対して、御社に合った助成金・
補助金の双方をご提案し全力で
サポートしております。

本年度でなくなる可能性がある助成金がございます！

『１社最大72万円まで支給』
特に、従業員の動きが少ない会社様にお勧め！

WR I T I N G

お金にまつわるお話

　12月に入り、今年も残す所 1か月となりました。本年度の助成金につ
いても、交付申請の受付が終了しているものがあります。来年度の助成
金について、実際、来年の 4月以降にならないと、どのような助成金が
出るか分かりません。そのため、あくまでも私見として、記載させて頂
きます。（来年度も続く可能性がございます）
　今回、ご紹介する助成金は、従業員の働きやすい環境づくりを行った
会社が対象となる人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）と
なります。離職率を改善し目標を達成すれば申請できるシンプルな助成
金です。本助成金には他にもいくつかコースがありますが、条件が複雑
で支給申請が難しいので、本コースがお勧めです。

人材確保等支援助成金（雇用管理制度助成コース）
【本助成金の概要】雇用管理制度（評価・処遇制度、研修制度、健康づ
くり制度、メンター制度等のうち 1つ以上）の導入を通じて、社員の会
社への満足度を上げ、離職率の低下に取り組む会社に対して助成するも
のです。具体的には、雇用保険加入者が 5名いる会社で12月に計画期間
を 3ヵ月として計画書を提出した場合、昨年12月から今年11月までの離
職率が40％であったとすると、来年 5月から再来年の 4月までの離職率
を15％以上低下させ、25％以下にすれば助成金を申請できます。＊離職
率の低下目標は下記図表参照
☞本助成金は、離職率の低下目標を達成すれば、助成金が申請できます。
すなわち、ここ数年間において、従業員の動きがない会社（離職者なし）
は離職率が 0％であり、目標達成。
【助成金額】目標達成時：57万円（72万円）
【主な支給要件】正社員を 1 名以上雇用し、最低 1 つ、雇用管理制度を
導入すること。

お勧めポイント
①正社員が 1名いれば計画書を提出できる。
② 研修制度を導入する場合、講師要件が不要。即ち、外部講師に依頼す
る必要なし。

　 （社内の役員や実務経験がある社員が研修を行えば、余計な経費を払
う必要なし）

☞ 1人につき10時間以上の研修の実施、研修制度を導入する会社が多い
です。
③ 新設法人・個人事業主でも正社員を雇用していれば計画書の提出可能。

ご注意ポイント
①正社員全員に雇用管理制度のうち少なくとも 1つを実施する必要があ
ります。
☞正社員の人数が多い会社は、実施する対象者が多くなり、負担が増え
ます。
②下記図表の目標値以下かつ評価時離職率が30％以下になることが必要
③その他には法令で定められた定期健康診断の実施等

お勧めパターン
正社員数が少なく、ここ数年間離職者なしの会社→研修制度を導入・実施
対象事業所における雇用保
険一般被保険者の人数区分

1～ 9人 10～29人 30～99人 100～
299人

300人
以上

低下させる離職率（目標値） 15％ 10％ 7 ％ 5 ％ 3 ％

　自動車、便利ですよね？皆さんの会社にも営業車両の 1台や 2

台はあるのではないでしょうか。この営業車両、従業員が業務の

ために運転していて事故を起こした場合、会社にも被害者の損害

を賠償する義務があるのはご存知だと思います。自賠法で言うと

ころの「運行供用者責任」と呼ばれるものです。

　この運行供用者責任ですが、自社の従業員ではなく、下請け会

社の従業員が、下請け会社の自動車で事故を起こした場合、自社

まで責任を負うことがあるでしょうか。

　実はこの答えは「イエス」なのです。自分の会社の車でもなく、

自分の会社の従業員でもない人が事故を起こした場合でも、自社

が責任を負う可能性はあります。というのも、事故について責任

を負う「運行供用者」と言えるかどうかは、その自動車の「運行

を支配していたかどうか」（運行支配）と、「その運行によって自

社が利益を得ていたかどうか」（運行利益）によって決まるから

なのです。ですから、たとえ下請け業者が起こした事故であって

も、下請け業者の運行ルートを元請けが指示していたり、運転者

の管理を元請けが行っていたりすると、元請けがその運行を支配

していたとされる可能性があり、あとはその運行によって元請け

が利益を得ている場合は元請けが責任を負うことがあります。

　さらに、元請けが会社のロゴを下請け業者に使わせていたりす

ると、もっと運行支配が認められやすくなります。手前味噌で恐

縮ですが、実は私が担当した裁判でも、運行ルートの指示や運転

者の管理に加え、ロゴを使わせていたことを理由にして元請業者

を運行供用者と認めてもらった事例もあります（興味のある方は

個別に聞いてください）。しかも、このときは下請け業者どころ

か孫請けの業者の従業員が起こした事故について元請業者の責任

を認めてもらった事例であり、比較的珍しいケースでもありまし

た。「仕事がしやすくなるだろう」という安易な発想でロゴを下

請け業者に使わせると、運行供用者としての責任を負うことがあ

り得る、ということを覚えておいてください。

会社のロゴを
使わせることのリスク

＋
プラス

ONE 法律ミニ知識六

＋ONEグループは、法務・税務・労務
の専門家である各種士業が連携して、
中小企業のためのワンストップサービ
スを提供するグループです。経営者向
けのセミナーや交流会も開催していま
すので、企業経営上のお悩みごとがご
ざいましたら是非ご参加ください。ま
た、士業連携に興味のある各種士業の
方もお待ちしております。

　　　詳しくはQRコード▶ LM総合法律事務所
　弁護士　網野雅広

W R I T I N G
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12月19日（水）午後 6時30分から
テーマ：リスクマネジメントで業績アップ！！
　　　　～バネの力で「みんなの夢」を叶える！！～
報告者：五光発條㈱　代表取締役　村井秀敏氏
場所：コートホテル新横浜
参加費：無料（懇親会別途）

12月13日（木）午後 6時30分から
テーマ：なぜか社員が辞めない会社
　　　　～忘年例会～
報告者：㈱伊藤商会　代表取締役　亀卦川基喜氏
場所：横浜市教育会館
参加費：4，000（懇親会費込み）

12月 7 日（金）午前10時00分から
テーマ：情熱をカタチにして事業を成功させる！
　　　　～私が経営指針を作った理由～
報告者：㈱アサイ・エンジニアリング
　　　　取締役　浅井一実氏
場所：ウィンリングよこはま
参加費：無料（ランチ代別途）

12月17日（月）午後 6時30分から
テーマ： 会社の業績を伸ばし続けるには？
　　　　ある企業の道程！
　　　　～経営指針の作成＆実践で本当に大切な事の意識改革！～
報告者：日崎工業㈱　代表取締役　三瓶　修氏
場所：川崎市産業振興会館（第 3研修室Ａ・Ｂ室合併）
参加費：無料（懇親会別途）

12月14日（金）午後 6時30分
テーマ： たまでん「企業変革支援・圭業経営の未病

改善」セミナー
　　　　 ～そんなに難しくないです…まず手に取って一緒にやっ

てみましょう！！～
講師：㈱ワイエムジーソフト　代表取締役　軍司　敦氏
場所：麻生市民館（視聴覚室）
参加費：1，000円（懇親会別途）

横浜支部北地区

横浜支部中央地区

横浜港支部／昼例会

川崎支部

たま田園支部

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

12月19日（水）午後 6時30分から
テーマ：（仮）失敗から学んだ社員共育とは！
報告者：㈱ビードッツ　代表取締役　佐々木純子氏
場所：藤沢商工会館ミナパーク
参加費：無料（懇親会別途）

湘南支部 申込みはコチラ
▼

12月18日（火）午後 6時30分から
テーマ：飲んで、語って、飲んで！県央支部大忘年例会！
　　　　～皆で同友会を本音で語ろう！！～
場所：玲鈴
参加費：7，000円

県央支部 申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申 し 込 み □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です

12月21日（金）18：30～21：00
テーマ： 全ての答えはここにある。労使見解を紐解

き、ホテル再生の道程を語る
場所：横須賀市産業交流プラザ
報告者：八坂事務所　代表　八坂　豊氏

12月13日（木）午後 6時30分から
テーマ：プレイングマネージャーからオーナーへ
　　　　～任せる事で会社は変わる？～
報告者：㈱Dandy and Company
　　　　代表取締役　佐藤久美子氏
場所：ぽっぽ町田
参加費：無料（懇親会別途）

県南支部

相模原支部

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

12月19日（水）午後 6時30分から
テーマ：外国人雇用を30年続けてみてわかったこと
　　　　～…当たり前ですが、みんな「人間」です～
報告者：㈱赤原製作所　代表取締役　赤原宗一郎氏
場所：おだわら市民交流センターUMECO
参加費：無料（懇親会別途4，000円）

12月27日（木）午後 6時30分から
テーマ：（仮）PRしたい人集まれ！！
　　　　ダイバーシティ委員会大望年例会
場所：未定
会費：会員 4，000円　会員外 5，000円

12月 6 日（木）午後 7時00分から
テーマ：ビジネスプランコンテスト例会
場所：SPORTS BAR SHIBA
会費：6，000円（懇親会費含む）

小田原支部・ダイバーシティ委員会共催

ダイバーシティ委員会

青年部会

12月 7 日（金）13：15受付～19：00
テーマ： 4年目・ 5年目合同社員研修会
場所：神奈川中小企業センタービル　定員：30名
参加費： 1名　8，000円（会場費、飲食、資料代等を含む）
申込・問い合わせ：神奈川県中小企業家同友会　事務局

社員教育委員会

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼

▶その他セミナー
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報 告 □□□ は報告は申し込み□□□

※スマホ未対応です

10月19日（金）午後 6時30分
場所：エポックなかはら
テーマ：クレーム今昔物語
　　　　～ピンチをチャンスに変えてきた50年～
報告者：㈱ダスキン東横　代表取締役　松日楽正樹氏

10月24日（水）午後 6時30分から
場所：横浜市健康福祉総合センター 9Ｆ
テーマ：挑戦→失敗→再挑戦、七転び八起、伊藤劇場
　　　　～同友会が理念を吹き込んだから今がある～
報告者：エヌ・エイ・アイ㈱　代表取締役　伊藤秀司氏

10月22日（月）午後 6時30分から
女性経営者の経営手腕を高めるセミナー
テーマ： 自分の未来を自分で創る
　　　　～事業の拡大と継続…そしてその先へ～
報告者：㈱ワキプリントピア　会長　脇屋英子氏
　　　　（かながわ女性経営者中央会　理事）
場所：横浜市健康福祉総合センター

10月25日（木）午後 6時30分から
場所：小田原市民交流センターＵＭＥＣＯ
テーマ：下請け体質からの脱却！！
　　　　～自社製品の開発・製造から海外展開へ！！～
報告者：㈱大丸製作所　代表取締役　杉田豊範氏

10月 5 日（金）午前10時00分から
テーマ：新入社員フォローアップ研修会
場所：神奈川中小企業センタービル

10月12日（金）午後 6時30分から
場所：波止場会館
テーマ：専業主婦がダイバーシティ経営？？
　　　　～我が社のスタッフはみんなヒーロー～
報告者：ねこの手メイドサービス㈱　代表取締役　鬼頭麻記子氏

横浜支部中央地区

横浜港支部

たま田園支部

川崎支部

小田原支部

社員教育委員会

ダイバーシティ委員会

かながわ女性経営者ネットワーク
（女性部会）セミナー

報告はコチラ
▼

県央支部

10月19日（金）午後 6時30分から
場所：市民交流プラザ
テーマ：人脈を活かした会社の成長
　　　　～ 3代目が気付いた社長業とは！？～
報告者：㈱川崎製作所　代表取締役　川崎好仁氏
参加費：無料（懇親会別途）

報告はコチラ
▼

10月26日（金）午後 6時30分から
場所：鎌倉生涯学習センター
テーマ：鎌倉の展望と中小企業に期待すること
講師：鎌倉市　市長　松尾　崇氏

県南支部 報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

10月11日（木）午後 6時30分から
場所：戸塚区総合庁舎 3階多目的スペース
テーマ： 47歳からの崖っぷち起業。自分が変われば、

会社が変わる！
　　　　 上京→警察官→ブラック＆飛び込み営業→放漫・ワンマ

ン社長のドン底会社から逃走
報告者：㈱エアークラフト　代表取締役　豊田一也氏

報告はコチラ
▼

報告はコチラ
▼

10月15日（月）午後 4時00分から
場所：カルッツかわさきスポーツ・文化総合センター
テーマ：最幸のまち」川崎市がめざす壁なき社会
パート 1： スポーツの秋だ！パラリンピックの正式競技「ポッチャ」を体験。
パート 2： 文化の秋だ！ダイバーシティについて中小企業と市域のあり方

を考えてみよう。

報告はコチラ
▼

10月11日（木）午後 6時30分から
場所：プロミティふちのべ
テーマ：共同求人から始まる、人を生かす経営とは！？
　　　　 ～良い会社にしたければ、委員長の話しを聞きに来い～
報告者：㈱タスクフォース　管理部課長　岩谷昌幸氏（横浜支部）

相模原支部 報告はコチラ
▼

湘南支部

10月29日（月）午後 6時30分から
場所：藤沢商工会館ミナパーク
テーマ：人事に失敗した社労士の労務管理
　　　　～経営指針に立ち返えることの大切さ～
報告者：㈱天・地・人　代表取締役　中筋悠貴氏　（県南支部）

報告はコチラ
▼

▶その他セミナー

12月26日（水）午後 6時30分から
場所：ルリエ川崎
会費：1，000円
同友会と私：㈲アールシーエフ　代表取締役　伊藤嘉雄氏

12月10日（月）午後 7時00分から
テーマ：社長のリーダーシップ第 6章
　　　　情報・革新・熱意・能力。
講　師：藤尾芳彰税理士事務所　代表　藤尾芳彰氏
会　場：横須賀市産業交流プラザ
会　費：500円

同友会を知る為のオリエンテーション 県南支部主催2018年度「県南共育塾」申込みはコチラ
▼

申込みはコチラ
▼
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　平成最後の年末になりますね。何かと忙
しい師走。心身ともに健やかに乗り越えま
しょう。
　広報誌も 4月から紙面が一新し 9号目。
皆様の感想など些細な事でも結構ですの
で、広報委員会にお寄せください。皆様か
らのご意見が委員会の活力です。また引き
続き新年号からも、寄稿や取材撮影へのご
対応、ご協力をお願いいたします。
 株式会社ソリッドプラス　鈴木　大

NEW FACE 新 会 員 紹 介新 会 員 紹 介

株式会社 神奈川機関紙印刷所

〒236-0004 横浜市金沢区福浦 2-1-12
TEL（045）785-1700 FAX（045）784-6902記念誌　

広報誌

機関紙 …
 etc

編集後記

会社名 会員名 社内役職 所属支部 入会日 事業概要 紹介者

社会福祉法人かたるべ会 鈴木　啓太 室長 横浜　北地区会 2018年10月22日 障碍福祉サービス事業 福本泰彦

ＩＴ活用術コンサルタント 広瀬　潤一 代表 相模原 2018年10月17日 ＩＴ事業 事務局（ＨＰ）

㈲添田勝工務店 加藤　かおり 専務取締役 小田原 2018年10月 4 日 新築、増改築、リフォーム工事 小林　誠

2018年11月 1 日現在会員数：787名（全国会員数：46,464名）

会員Information
～会員皆様からの情報をお待ちしております～

会社名・役職・住所・連絡先変更 　

横浜横須賀法律事務所　弁護士　氏家　悠（横浜　中央地区会）
【新】弁護士法人エース　横浜事務所　所長弁護士　氏家　悠
〒231－0012　横浜市中区相生町 2－42－ 3 　横浜エクセレント17－ 6 階A
電話：045－900－2543　FAX：03－6691－6069

会社名・役職名変更

乳がんしあわせ相談所　所長　松本　えり子（横浜支部　北地区会）
【新】一般社団法人　乳がんしあわせ相談所　所長　松本　えり子

㈲オールパーパス横浜　支店長　沖田　純子（横浜港支部）
【新】Ｊ－ライフサポートオフィス　代表　沖田　純子

申し込みはコチラ
▼

会員訪問
藤沢市辻堂元町4－8－10　
https://www.enishi-hall.link/

株式会社えにし　代表取締役社長　和田  江理佳（湘南支部）

〈訪問取材　一般社団法人ウーマンサポートプロジェクト　田邉洋子〉

　今年２月「セレモニーホール　えにし」をオープンした和田さん、“頼れる家族のひと
りとして”真心の葬儀をコンセプトに男性４名（社員２名、役員２名）のトップとして会
社の舵取りをされています。
　趣味は、ベリーダンス、キックボクシング、体幹トレーニングなど「健康的な美しさ」
にこだわり「幸せそうに見える」ことを意識しているそうです。
　幸せそうだから付いて行きたくなる！チャーミングな女性社長は、縁（えにし）を大切
にすると共に「つなげる」役割を担う会社で在りたいと地域活動にも積極的に参加、医療
従事者向けのセミナーなども行っています。
　現在、近隣他業種とのマッチングで新たな事業展開や社会貢献のビジネスモデルを考案
中！とのことです。




