家電部品や精密機械部品などの成形

化粧品の筐体ですが、これ以外にも

社員の入社も相次いでおり、技術の

応しています。さらに、最近は若手

細かい要望やオーダーにも柔軟に対

割ほど減少し、その影響で昨年度の
最終損益は赤字で着地しました。特
に深刻なのが化粧品メーカー向けの
製造販売。外出の自粛やマスクの着
用が習慣化したことにより化粧品の
売れ行きが軒並み不調で、多くのメ
ーカーが生産ペースを落としました。
当社もコロナショック以前はひっき
りなしに注文が入っていましたが、
今は例年ほどの勢いがありません。
コロナ禍が落ち着き、人々の往来が
戻れば売り上げも徐々に回復すると
予想していますが……。当面は我慢
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戦略財務情報システム
（ＦＸ２）ＴＫＣモニタリング情報サービス ユーザー 伊勢崎金型製作所

三位一体の連携体制を構築し
キャッシュフローの安定化を実現
群馬県伊勢崎市で 年以上にわたって金型製作を手がけている伊勢崎金型製作所。創業以来培ってきた高い製造技術が持
ち味だが、事業の性質上、これまで「資金繰りの改善」に苦心してきたという。いかにしてキャッシュフローの安定化に成

金型も作っています。手前味噌にな

継承も課題の一つに掲げて取り組ん

功したのか ──。森孝之社長と経理業務を担当する森佳子さん、小林英伸顧問税理士、森義典監査担当に詳細を聞いた。

りますが、当社の強みである豊富な

でいるところです。

み そ

── 事業内容を教えてください。

機械・設備と創業時から培ってきた

── 新型コロナウイルスの影響はい

熟練の技術を横展開し
未曽有の危機を突破

森孝之社長（以下社長） プラスチ

高度な技術力を武器に、お客さまの

社長 受注件数が通常時に比べて３

かがでしょう。

ックを成形するときに用いる金型の
設計・製作を手がけています。社名
にもあるとおり、当社は創業以来約
年、この伊勢崎の地で事業を続け

てきました。近くには北関東自動車
道と関越自動車道が走っており、交
通アクセスも良好。さらに、取引先
の多くが関東甲信エリアに拠点を置
いているので、設計から製造、納品
までスピーディーかつワンストップ
で請け負っています。
── どのような製品を製造しておら
れますか。
社長 完成品の多くを占めているの
は自動車関連部品の金型と、手鏡や
ファンデーションのケースといった

本社社屋

最新鋭の機械設備がずらり

50
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森孝之社長

森佳子さん

50

の時が続くことでしょう。
── 今まさに苦境に立たされている
と……。
社長 はい。ただ、当社はかつての
リーマンショックを乗り越えた実績
が あ り ま す し、小 林 会 計 事 務 所 さ
んから心強いサポートを受けている
ので、今回の危機も必ず突破できる
と信じています。
小林税理士 伊勢崎金型製作所さん
では、かねてより商工中金の「対話
型当座貸越（無保証）
」に申し込み、
２０００万円の融資枠を設定してい
ました。新型コロナが流行する以前

任したのもそんな状況の真っただ中。

「このまま何もしないと倒産する」と

居ても立ってもいられず、就任早々

新しい取り組みを矢継ぎ早に実施し

たことを今でも覚えています。
── 具 体 的 に どのよ う な 取 り 組 み
を？
社長 一つが取引先の拡大です。同

注力したところ、徐々にではありま

せフォームを設けるなど営業活動に

り、自社のホームページに問い合わ

ンショックを乗り越えられたと考え

横展開したことが実を結び、リーマ

取引先を増やしたこと、製造技術を

このように、営業活動に力を注ぎ

業者や経営者仲間のつてをたどった

すが首都圏のメーカーを中心に注文

ています。

社長 元々はある自動車部品メーカ

の筐体を作り始めたのもちょうどこ

──『ＦＸ２』を活用した自計化（会

バンクミーティングを経て
資金繰りを大幅に改善

をもらう機会が増えました。もう一

組みを実施していたので、昨年の春

ーに向けて金型を生産してきました。 対応を余儀なくされました。化粧品

つが技術の横展開。取引先の増加に

頃も資金調達に右往左往することな

ところが、リーマンショックの影響

うこと）を実践されていますね。

の時期で、これまで培ってきた切削、 計ソフトを導入して自社で経理を行
研磨等の技術を生かして多彩な製品

0120‐860‐316（ご質問はフリーダイヤルで）

から資金繰りの安定化に向けた取り

く、業務に集中している様子が見て

で同社からの発注が大幅に減少し、

より、さまざまな要望やニーズへの

取れましたね。

会社が存続するかしないかの瀬戸際

は、企業が全社及び部門別の業績
管理を迅速かつ正確に行うための
管理ツールです。
経理事務の合理化だけでなく、部
門管理者の職務遂行と経営者の意
思決定を的確に支援するため、記
帳レベルから意思決定レベルまで
のさまざまな経営ニーズに対応し
た財務情報を提供します。
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── リーマンショックの際にはどの

〒１62‐8585 東京都新宿区揚場町2‐１軽子坂MNビル 5F

社長 かつては手書きの伝票を起こ

TKC のパソコン会計ソフト「FX2」

づくりにも挑戦しました。
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小林英伸税理士
森義典監査担当

に立たされたのです。私が社長に就

経営者のために
“黒字経営”の
メカニズム構築を
支援します

ような経験をされましたか。

戦略財務情報システム

URL https://www.tkc.jp/

る意思決定を速やかに判断できるよ

調達や設備投資といった経営に関わ

２』を入れてからは、材料や部品の

められて導 入を決めました。
『ＦＸ

クできる状態にした方がいい」と勧

森さんから「最新業績は常にチェッ

していましたが、小林会計事務所の

ら工場の業務で忙しくされているの

手を議論しています。社長は普段か

１～３カ月後の見通しや今後の打ち

ており、監査後は最新業績をもとに

では巡回監査を毎月欠かさず実施し

森監査担当 伊勢崎金型製作所さん

かったですね。

ょう。

── 資金繰りについてはいかがでし

の業務に回しています。

以下になり、今では空いた時間を他

ける時間も『ＦＸ２』導入前の半分

むようになりました。経理業務にか

金関係の仕訳はほぼ手入力せずに済

信販データ受信機能」によって、預

いからです。先ほど説明した「対話

盤を盤石にしてもらいたいという思

資金繰りをさらに安定させ、経営基

報サービス（ＭＩＳ）を勧めたのも、

森監査担当 ＴＫＣモニタリング情

達成感もひとしおでしたね。

機関の三位一体で成し遂げただけに、

うに……。会社・会計事務所・金融

ますからね。最近では「ゼロゼロ融

で、 売 上 高・ 材 料 費・ 粗 利 益・ 減

に資金繰りを安定させるかが当社の

資」の申し込みもスムーズに実施で

うになりましたね。

を「マネ ジメントレ ポー ト（ＭＲ）

長年の課題でした。資金ショート寸

きるなど、ＭＩＳの効果を肌で実感

型当座貸越（無保証）
」などのように、

設計ツール」であらかじめ作成し、

前に至ったことも一度や二度ではあ

していたところです。

社長 金型を一つ完成させるだけで

なるべく短い時間で打ち合わせする

りません。それだけに小林先生や森

社長 当社では群馬県信用保証協会

価償却費・人件費などの月次データ

ように心がけています。

さん、それに金融機関からもサポー

をはじめ、五つの金融機関に決算書

森佳子さん（以下佳子さん） 導入

── 特に重宝している機能はありま

トを得られたことは本当にありがた

データを提供しています。コロナ禍

ＭＩＳを絡めた融資商品も多くあり

すか。

かったです。

では金融機関の方から「ゼロゼロ融

も長い期間がかかりますので、いか

したが、森さんが操作方法を丁寧に

佳子さん「仕訳辞書」と「銀行信販

小林税理士 運転資金の融資すらま

資」の利用提案があったりと、素早

（過去５期分）を集約した業績資料

教えてくださったので、今ではスム

データ受信機能」でしょうか。特に

まならない状態だったので、２０１

当初はうまく使いこなせるか不安で

ーズに運用できています。ありがた

当社は預 金取引が多いので、
「銀行

いアプローチを受けるようになりま

設 立 1964 年 3 月
所在地 群馬県伊勢崎市西上之宮町 144
社員数 ８名

顧問税理士
小林会計事務所
税理士 小林英伸

群馬県伊勢崎市今泉町1-2-5

ティングを開催しました。バンクミ

力いただき、当事務所でバンクミー

さい。

── 今後の取り組みをお聞かせくだ

したね。

ニタリングを実施し、現状分析や打

きました。その後、四半期ごとにモ

決め、返済計画の変更に同意いただ

事業計画をもとに今後の経営方針を

『継 続ＭＡＳシステム』で作 成した

のです。コロナショックも必ず乗り

リーマンショックを切り抜けてきた

を入れていきたいと考えています。

づくりや営業活動にも、今以上に力

業績を立て直すべく、高品質の製品

（本誌・中井修平）

越えてみせますよ。
第にキャッシュフローが安定するよ

ち手の検討を繰り返したところ、次

銀 行 と 群 馬 銀 行の 支 店 長 ら が 参 加。 社長 まずはコロナ禍で落ち込んだ

ーティングには取引実績のある東和
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４年 月、群馬県信用保証協会に協

株式会社伊勢崎金型製作所
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