
法人設立70周年、	
大正初期創業の100年企業
協会：この度は法人設立70周年おめでとうございます。当協
会も４月に70周年を迎えるにあたり、70年企業を探していた
ところ、駒音さんに出会いました。突然、当協会から取材の
依頼があると聞いてさぞ驚かれたことかと思います。ところで
駒沢社長は当協会についてご存じでしたか？ 
社長：ありがとうございます。おかげさまで当社も今年３月、
70周年を迎えることができました。保証協会さんについては、
びわ湖放送のＣＭを拝見していましたが、正直認識不足だった
かなと思います。
協会：今県内には約３万４千社の企業がありまして、私どもは
およそ40％にあたる約１万３千社をご支援しています。お借入
れそのものが金融機関さんを経由してなされるため、私たち
をご認識していただきにくかったのかもしれません。
当協会は信用保証をご利用いただいているお客様ごとに口座
番号を採番してますが、駒音さんは現存する中で１番最初にお
取引いただいたお客様です。
社長：それを聞いて驚きました。多分、私の祖父のころだと思
いますが、事業を拡大する過程において資金調達する際に70
年も前から保証協会さんにお世話になっていたことは感銘を受
けます。

協会：まずは駒音さんのあゆみから教えてください。
社長：当社は大正初期、私の曽祖父にあたる駒沢 乙五郎が 

「駒音商店」の商号で米屋をはじめました。
協会：法人設立が70周年であって、駒音さん自体は100年企
業だということですね。
社長：そうですね。曽祖父の名前、乙五郎の「乙

おと
」の字を文 

字って駒音としたようですが、「音」というネーミングについて
何も資料がありません。
協会：駒音、つまり疾駆する馬の姿から、さわやかさ、元気さ
をイメージしますね。次にその乙五郎さんからさらにどんな展
開になっていったのですか。
社長：製材屋に丁稚奉公に出ていた二代目の重次が、昭和13
年に独立して商号を「駒音製材」へ改名して製材業を始めまし
た。今の駒音のルーツで言えば、重次が築いたと言えます。
協会：私どもの手元の情報でも重次さんのデータが残ってい
ます。重次さんの時代から接点があったようですね。
社長：昭和24年３月、社名を「駒音製材工業株式会社」へ改
名。戦後は、材木の需要が高まり、山も植栽を必要とする環
境にあって、戦争から引き
上げてきた地元の人々を雇
用して事業を行いました。
乙五郎・重次が写っている
写真がありますが、職人の

服装をみると軍服であることが時代を物語っています。
その後、組織内の建築部・造林部がそれぞれ独立。平成元年、
父新兵衞が３代目社長に就任。滋賀県文化財保護課指名業者
として長浜のお寺や石山の文化財の修復のために材木を納め
ていました。

28歳で4代目社長に就任、	
建築業への業態転換を図る
協会：ご自身が社長に就任されたころのことを詳しく教えてく
ださい。
社長：当時、２つの大きな変化がありました。１つめは木・工
事とそれぞれ分離発注されていたものが建築業者に対する木
工事自体を入札する方式に変わったこと。２つめは同時期、県
内の主要な寺社仏閣の改修が一巡した結果、大きな工事発注
がなくなったことです。当社はこの２つの環境の変化に対応す
る必要があり、まず住宅関連資材全般の販売へ拡大する道を
歩むことになりました。
20歳過ぎに会社に戻ってきて、当初４年くらいは、財務を切
り盛りしていた叔父から数字に対する勉強を徹底的に叩き込ま
れ、合間に木についても学びました。そして28歳の時、社長
就任を言い渡されました。
協会：まさに人生の中のターニングポイントだったのですね。
社長：振り返るとそうですね。私は４人兄弟の末っ子で姉が３ 
人、長男ということでまわりから、常に跡取りのように言われ、
期待の大きさを感じながら育ち、いつか言い渡されるだろうと
は感じていましたが、想像より早くきたなという感じでした。
協会：製材業から木造建築業にいたる業態転換について詳しく
教えてください。
社長：製材屋として住宅関連事業に関わっていると家を買うお
客様の顔をみる機会が増えました。家を買うということは希望
に満ち溢れているはずなのに時間経過とともにお客様の顔が
曇っていくことに気づきました。設計図面の資料や打ち合わせ
が少なく、これから建つ自分の住まいの想像がつかないまま
に工事が進んでいる。営業担当者に伝えた要望が工事内容に
反映されていない。初めの契約内容がわかりにくく、追加工
事ばかり増え費用がどんどん増えていく。当時はパソコンやイ
ンターネットも現在のように普及していなかったことから、建
築の現場にＣＡＤが浸透していなかったことやビジネスのやりと
りをメールですることもありませんでした。こうしたお客様と
工務店、工務店と職人間の意識共有や工程管理のあいまいさ
をＩＴで埋める余地があることがわかりました。
また、木材加工は日々、技術革新がすすんでいます。かつて
は丸太を納めて大工が現場で墨付けをして加工していました
が、工場で加工済みのものを現場で組み立てるプレカットが台
頭し、当社もいち早く目をつけました。
協会：そこに目がいったわけですね。
社長：そうですね。工務店経営に業態転換をはかるに際し、ＩＴ
を活用することとプレカットという住宅建築の工程を変える技術
習得は後から参入する当社にとって優位性があると思いました。

資金面での苦労や構造的な不況を乗り越えて
協会：資金面で大変な時期もありましたか。
社長：資金面の苦労は絶えませんでした。幸いにして金融機
関さん、保証協会さんの後ろ盾もあって今に至るんですが、
外国産との価格競争が大きくて、木材の収益率がものすごく
落ち、工場を稼働させるほど傷が深くなるという時期も続きま
した。その間、私が建築のほうに一歩踏み入れるまでは、随
分と金融支援に頼っていたと思います。
また平成22年ごろ、構造的な不況や父が他界した後の会社へ
の資産移譲等、資金繰りがいちじるしく悪化したことが記憶に
あります。
協会：それは大変なご苦労でしたね。平成22年ごろと言えば、
当協会ではリーマンショックを起因とした経済危機に対応した
緊急保証制度を取り組んでいた時期ですから駒音さんだけで
なく、どの中小企業の皆さんも経済不況といった外部環境の
変化にも対応していく必要がありました。今では当座貸越根保
証をご利用いただき、資金繰りを安定させていただいていま
すね。
社長：当座貸越根保証には本当に助けられています。建築業
は着手・中間・引き渡しの３段階に応じてお支払いいただきま
すが、最後の引き渡しに関して表示、保存、設定にタイムラ
グが生じることがまれにあります。こうしたとき、業者への払
いを待たせることは次回以降の信用にもつながるため、タイム
リーな資金調達が可能な当座貸越に助けられています。
協会：駒音さんには長らく当座貸越根保証をご利用いただい
ていますが、当協会からすれば信頼関係に基づく資本性に近
い資金の供給のお手伝いをさせていただいていると言えます。
中小企業の皆さまの資金繰りをいっそう支援するために当協会
では当座貸越根保証とは別に、手形貸付を活用した短期継続
融資保証も創設いたしましたのでまたご利用いただけたらと思
います。
社長：はい。その保証制度は金融機関さんからすでに説明を
受けています。
協会：ご存知でしたか。当座貸越根保証も短期継続融資保証

70周年記念対談

代表取締役 駒沢宜重氏株式会社 駒音 理事長 羽泉博史滋賀県信用保証協会

今年、創業70周年を迎えた滋賀県信用保証協会。同じく、滋賀の地で70年前に法人設立された株式会社駒音は、奇し
くも現存する企業の中で当協会と一番初めにお取引いただいた企業です。
４代目に当たる駒沢宜重代表取締役と当協会理事長の羽泉博史が企業の成長と発展、地域に果たす役割や承継の問題な
どをテーマに対談いたしました。

時代の変化に合わせた多様なサポートで
滋賀の元気な企業の成長と継続を支える
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70周年記念対談
も財務内容だけでは語れない企業の経営ビジョンや将来性や
成長性を重視した融資に対する保証制度です。金融機関さん
からご説明があったということは、そうした評価を受けていらっ
しゃるのだと思います。
社長：会社経営の透明度を高めた努力をそうした形で引き出し
ていただけているなら大変喜ばしいことです。

事業承継の悩みを	
専門家の力をかりて解決
協会：ところで若くして社長に就任されましたが、最近は事業
承継がスムーズにいかないということが大きな問題となってい
ます。現在黒字で社会的にも貢献している企業でも、跡取り
がいないというケースが大量に出てくるのではないかというこ
とが懸念されています。
平成30年度税制改革において、事業承継時の贈与税・相続
税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間
限定の特例措置が設けられました。それに呼応するように経営
者の方が株式を集約するために必要とする資金を保証する特
定経営承継関連保証が創設されました。
社長：株式については、法人設立当時祖父のご縁のあるお医
者様や山林所有者、郵便局長等その当時の社会的立場のあ
る方々の出資を受けていました。税理士さんと相談しながら、
株式を買い戻す作業をしました。株式を集約することは自分が
会社の方向性を決めるために必要なことと思っていましたが、
家計には負担をかけました。
協会：いまなら、ぜひご利用いただきたかった保証制度です。
社長：本当ですね。あと、株式以外では会社が個人の不動
産資産におんぶされていた部分もありました。税務以外で会
社に継がせるべきか、個人に継がせるべきか司法書士や土地
家屋調査士の方々と頻繁にやり取りして協力していただきまし
た。幸い良い専門家と出会うことができたおかげで円滑な承
継を実現できました。
協会：事業承継には適切な専門家によるアドバイスが必要です
からね。滋賀県では事業承継をスムーズに実現するため、昨
年５月に「滋賀県事業承継ネットワーク」が発足しました。県
内の商工団体、金融機関、税理士会、司法書士会をはじめと
した士業、それに当協会などで構成し、承継支援することを役

割としています。資金面や適切なアドバイザーの必要性など、
今日のお話を事業承継支援へのヒントにさせていただきます。

コンセプトは「ちょうどいい家づくり」
協会：駒音さんのＨＰや店の前ののぼりを拝見していると「ちょ
うどいい家づくり」というコンセプトが目にとまります。
社長：こだわる部分とそうでない部分を明確にすることで無駄
なコストを抑える提案をしています。例えば太陽光発電による
固定価格買取制度がありますという営業文句はあります。確か
に売電収入は見込めますが、たいてい機械設備に頼るシステ
ムはメンテナンス費用がかかることが多いことが意外とアナウ
ンスされていません。
また、広い収納スペースを希望されるお客様は多いですが、
引越しのときの段ボールがそのままになっていて収納をどう活
用するかを検討されていないことがほとんどです。
当社では家は安心して長くいれる空間の提供だと考えています
ので予算はもちろんのこと、間取りや性能、耐震も住む方の
生活スタイルや想いに合う今必要なものを最優先する家づくり
に心がけています。
協会：それが「ちょうどいい」というコンセプトですね。あと、
シンボル柱を家族みんなで磨くという思い出づくりなども提案
されていますね。
社長：家づくりの過程で中心になる柱を磨くことで、お子さん
は幼いながらも僕たちもがんばって家づくりに参加したという
思い出も刻んでいけたらいいかなと思って始めたことです。こ
れは保育士をしていた妻のアイデアです。
協会：なるほど。杉板の手形・足形スタンプもありましたが、
あれも奥さんの発想なんですか。
社長：そうです。保育園
では入園時と卒園時に、
こんなに大きくなったよ
と紙に手形を押して記念
にしていたということか
ら、杉板に手形を残して
記念にプレゼントするよ
うになりました。

ＳＤＧｓ目標達成につながる	
県素材の普及に向けて
協会：ところで、県産材の「びわ湖材」の普及にもトライなさっ
てますね。
社長：２、３年前に木材業界の仲間からお誘いいただきました。
木材を提案するポジションにいますから、どういった商品が受
け入れられるかという提案を行っています。

協会：昔、「身土不二」という言葉を耳にしたことがあります。
地元で作られる野菜やお米が体には一番いいということなので
すが、木材もおそらく同じかなと思います。温度湿度などを考
えると、その風土に合った“地のもの”が一番いい。もう一つは
地域の中での循環です。山から木を切り出して、山が明るくなっ
てると獣害も減る。用材として利用することで、中山間におら
れる方も収入が増える。そんな意味もありますよね。
社長：むしろそこに注目していただいたらと思います。昨年、
三日月知事と会談する機会がありまして、知事のほうからもな
んとか川上の林業を成長産業として位置づけていきたいという
お言葉もいただけたので、今後一つの事業の中で取り組み方
を考えていきたいと思っています。
協会：昨今関心を集めるＳＤＧｓは、４月から滋賀県の新基本構
想に基本的な考え方として取り入れておられますし、また経済
界の皆さんも意欲的な取り組みを始めています。
県産材を活用することで持続可能な森林経営を行うことで循環
型社会の実現を目指すことは、ＳＤＧｓ17の目標の中の「陸の
豊かさを守ろう」というテーマに相当しますね。
社長：ＳＤＧｓは近江商人の三方よしの考え方と基本的に合致し
ていますからね。
協会：おっしゃるとおりです。前向きにＳＤＧｓに取り組む企業を
評価する動きが活発です。
そこで当協会では４月からＳＤＧｓに賛同する中小企業者が、社
会的課題の解決に本業を通じてトライアルすることを応援する
保証制度「ＳＤＧｓ保証」の取り扱いを開始しました。
本制度を活用して達成された目標が、結果として企業価値の
向上につながることを期待しています。駒沢社長の県産材の
普及というトライアルもぜひ、実を結ぶことを願います。
社長：具体的な成果を残せるようがんばります。

『きっかけは、その保証でありたい』
協会：いろいろお話を聞かせていただく中で、やはり70年続く
企業には理由があることがわかりました。
社長：改めて当社の変遷を振り返ってみると、時代に合わせて
変化できていたのだと思います。こうした長い歴史の中で厳し
い時代もありましたが、その時々に応じて金融機関さんや保証
協会さんに支援していただいたから今があると思っています。
協会：いえ、そうしたがんばる中小企業の皆さんがいらっしゃ
るから私たちも金融支援にとどまらず、経営支援の役割を求め
られるまでに成長させていただきました。当協会では70周年
を迎えるにあたり、ロゴマークを作成いたしました。びわ湖に
かかる虹の７色を企業のライフステージにたとえ、そのアーチ
を当協会による支援メニューになぞらえデザインしました。ま
た新たなキャッチフレーズを『きっかけは、その保証でありた
い』といたしました。
中小企業の皆さんの発展や成長のきっかけに信用保証を使っ
ていただきたい、創業や事業承継というきっかけにお役に立つ
経営支援をしたいという想いを込めていますので、これからも
よろしくお願いします。
社長：こちらこそよろしくお願いします。
協会：今日はたいへん良いお話を聴かせていただきありがとう
ございました。

本　社／大津市本堅田３丁目24番27号
設　立／昭和24年３月
電　話／077-572-1131
ホームページ／https://komaoto.jp
事業内容／

【住宅部門】
木造住宅（新築・リフォーム）・設計・施工・監理（長期優良住宅・
スマートハウス等）耐震補強工事・
太陽光発電システム 他（各種補助金対象工事）

【不動産部門】
分譲住宅・土地建物・販売仲介・賃貸管理 他

【木材部門】
原木から製材・加工・建材（住宅関連部材）販売・銘木販売・
木型作製・販売造林事業・寺社・特殊建築材製材・
販売（滋賀県文化財指定建築材納材業者） 他

株式会社 駒音
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