report 企業紹介

厳しさを増す経営環境のなか、地
域に密着した地道な経営に徹し、
由宇地域活性化の一翼を担う

◎ はじめに
株式会社由宇建材は、社名と同じ旧由宇町内

株式会社

に本社を置き、山口県東部を中心に建設資材の
販売や新築・リフォーム工事など建設関連事業
を幅広く手掛けている。同社の関連会社は５社
を数え、由宇建材グループとして地域に深く根
を張っている。
地域経済の基幹産業であった建設業が公共工

由宇建材

事の縮減・資材の高騰などから苦境にあえぐな
かで、
「人縁重視」を経営の基本とし、
「地域活
性化」にも人一倍の情熱を注ぐ、友田流の地域
密着型経営を取り上げた。
友田

洋

（ともた・ひろし）

社長

●会社概要

（由宇町は、平成18年３月に１市６町１村の
合併により岩国市となる。合併前の人口は約
９千人。
）

所 在 地：岩国市由宇町港一丁目 10-15
設

立：昭和 49 年７月

事業内容：建築工事業
営 業 所：岩国 ､ 玖珂 ､ 柳井 ､ 周南 ､ 美和 ､ 大島
関連会社：㈱由宇商事 ､ ㈲東洋建材 ､ ㈲ゆう温泉
㈲潮風 ､ ㈲ゆうこうはつ
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.yuukenzai.com/

●会社沿革
昭和 39 年
昭和 45 年
昭和 48 年
昭和 49 年
昭和 50 年
昭和 55 年
昭和 60 年
昭和 61 年
平成 6 年
平成 7 年
平成 10 年
平成 12 年
平成 13 年

平成 18 年

友田社長、由宇町にて左官材料販売店を
個人総業
現在地へ移転
岩国営業所を開設
資本金 500 万円で株式会社へ法人改組
瓦工事、タイル工事部門開設
玖珂営業所を開設
柳井営業所を開設
周南営業所を開設
現在地に本社屋建設
資本金 1000 万円に増資、美和営業所開設
大島営業所を開設
土木一式工事、管工事、産業廃棄物収集
運搬業を営業種目に追加
由宇町一般廃棄物収集、運搬（由宇町全域）
許可取得
岩国市特定家庭用機器再商品化法による
特定家庭用機器運搬（積み下ろし）許可
取得
周防大島リフォーム展示場オープン
株式会社由宇商事を設立

◎ 左官材料の販売からスタートし、地域を代
表する企業グループへ
■弱冠 21 歳で脱サラ
今から44年前の昭和39年、当社は左官材料の
販売店として産声をあげた。友田社長が脱サラ
し、故郷・由宇町で創業したものだ。
友田社長は柳井市内にあるカワノ工業㈱に就
職し、コンクリート二次製品など建築材料の販
売に従事。仕事を通じて人とのつながりができ
ることが、とても楽しかったという。
だが、従業員の立場では自分で思ったような
仕事ができないと考え、結婚を機に弱冠21歳で

▲

本社外観
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脱サラ。
カワノ工業の社長や実父の強い反対を、
「やりたいようにやる」と押し切っての脱サラ

社長は胸を張る。この結果、営業圏は山口県東
部へ広がりを見た。

だったが、
「創業から５年間は資金面で特に苦
労した」という。
現在では当社を中核とし、㈲ゆう温泉、㈲東
洋建材、㈱由宇商事、㈲潮風、㈲ゆうこうはつ、

◎ 当社の経営方針と特色
■人間重視の堅実経営
友田社長は「ここまでは順調すぎるくらいに

の関連会社５社からなる由宇地域を代表する企

きた」と振り返り、その要因として次の３点を

業グループに成長を見ている。

挙げる。これらの地道な活動を通じて醸成され

■屋根工事、新築・リフォーム工事へと順調に

た「信用」という無形の財産も見逃せない。

事業を拡大

①高度成長という恵まれた時代のなかで、環境

創業10年後の昭和49年、資本金500万円で株

変化に積極的に対応してきたこと。チャンスを

式会社へ改組。翌年、瓦工事・タイル工事部門

切り開いたのが、持ち前のチャレンジ精神だ。

を開設し、資材の販売からその資材を使う工事

②人とのつながりや出会いを大切にし、決して

業に進出した。左官材料の販売では利益率が薄

人を裏切らなかったこと。

いためだ。資材の専門的知識や材料を安く仕入

友田社長は「何事も人間重視」を信条として

れられる強みなどを活かし、利益率は大幅にア

いる。
「人が人を連れて来る。
仕事が仕事を呼ぶ」

ップした。

と信じるからだ。

平成12年から13年にかけて、土木一式・管工

③堅実経営に徹したこと。

事などにも事業範囲を拡大するとともに、由宇

「いつも最低・最悪条件のなかから始めた。

町一般廃棄物収集・運搬（由宇町全域）許可も

これ以上悪くはならない。上がる一方だ」と、

取得。社内でも発生する産業廃棄物と併せて、

遭遇する試練には積極的に立ち向かってきたと

社外の営業も開始した。

いう。

さらに、平成18年には新築・リフォーム事業

一例を挙げれば、創業から９年たった昭和48

に進出し、周防大島にリフォーム展示場をオー

年、懇意にしている同業者から「事業所を買っ

プンした。

てくれないか」と相談を持ち込まれた。突然で

■営業エリアも順次拡大し、念願の本社を建設

あったが、 人が連れてきたチャンス

この間、岩国（昭和48年）に続き玖珂（昭
和55年）
、柳井（昭和60年）
、周南（昭和61年）
、

と捉え、

これに応諾。これが現在の岩国営業所である。
■社員の力を最大限に引き出すワンマン社長

美和（平成７年）そして大島（平成10年）と順

ワンマンを自認する友田社長が大切にしてい

次営業所を開設し、平成６年には念願の本社社

るものが、当社創立30周年を記念し、平成７年

屋を建設。

４月、
従業員から社長へ贈られた感謝状だ。「社

特筆すべきは、この大半が「事業所を買って

長は人半分の体力で、人一倍の好奇心の強さ、

欲しい」という同業者からの依頼に応じたもの

人二倍のワンマン、人三倍の叱咤激励、
・・・」

であることだ。
「自社で土地の購入から事務所

などと書かれた感謝状を見ながら、
「涙が出る

の建設までを行った場合に比べ、極めて低コス

ほど嬉しかった」と笑顔で話す。

トで営業のネットワークが構築できた」と友田
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社員一人一人の力を最大限に引き出し、会社

の戦力になるように目配りをしているからであ
ろう。

◎ 地域の活性化にも幅広く取り組む
友田社長は由宇地域の企業や住民から頼りに

友田社長の朝は早い。
午前６時半には出勤し、

される存在として、本業のほかにも多彩な顔を

コーヒーを用意する。
７時前には社員が出勤し、

持っている。岩国西商工会副会長、㈳山口県自

社長が入れたコーヒーを飲み、仕事に取り掛か

家用車協会柳井支部長、広島東洋カープ由宇協

る。
「気持ちよく働いてもらいたいから」と友

力会会長、噂の京太郎後援会会長等だ。由宇町

田社長はいう。

商工会会長は13年間勤めた。

由宇建材には36名、グループ全体では80名の

これらはすべて、
「自分が生まれた由宇町を

社員がいる。
社員に対し特に徹底しているのが、

活性化させたい。故郷が好きだから、恩返しを

「ほうれんそう（報告・連絡・相談）
」の励行だ。

したい」
という一念から引き受けたものという。

どんな些細な事でも必ず聞き、目を通し、そし

こうした要請が次々に持ち込まれるのは、企業

て素早く行動するのが、友田流の一つである。

と個人に対する絶大な「信用」があるからだ。

■徹底したアフターサービスで差別化

■由宇温泉観光ホテルを再生

「自然にお客さんが来てくれる経営」を目指

友田社長は異業種の企業再生にも取り組み、

す武器は「アフターサービス」だ。台風で瓦が

再建を果たしている。由宇地域に唯一残る由宇

飛んだ時などの、敏速かつきめ細かいアフター

温泉観光ホテルだ。

サービスに磨きをかけている。

22年前の昭和61年、
「経営不振のこのホテル

これは自らの苦い経験から学んだものだ。20

を買ってくれないか」と持ちかけられたことが

年以上前岩国に小さい日曜大工センターを開店

きっかけだ。畑違いのホテルの購入を決断した

した。周辺には競合店が無く、経営も順調だっ

のは、由宇温泉で唯一のホテルで、
「由宇町か

たが、３年目に入り大手ホームセンターが近く

ら温泉ホテルがなくなることに耐えられなかっ

に進出。閉店に追い込まれ多額の損失が発生し

た」からだ。

たという。

経営資源を評価するうち、再生の手ごたえを

「価格の勝負では大手には勝てない。血の通

確信し、約４億円をかけて全面改装に踏み切っ

ったきめ細かいサービスで差別化するしかな

た。目を付けたのは、ゴルフ場の近くという立

い」と悟ったそうだ。

地条件とゴルフ・ブームだ。当時、山陽自動車
道は広島・岩国間が開通しておらず、広島から
のゴルフ客は前泊するケースが多かった。そこ

▲

従業員からの感謝状

▲

由宇温泉観光ホテル
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で岩国カントリー倶楽部（由宇町）と提携し、

スター選手を応援し、町おこしにつなげよう」

ゴルフ客に由宇温泉観光ホテルを推薦してもら

と結成した。練習場でのウエスタン・リーグの

うなど、集客に努めた結果、業績は順調に改善

試合を応援、一軍公式戦がある広島市民球場で

したという。

は特産品を販売するなど、試合盛り上げに一役

山陽自動車道の開通とゴルフ・ブームの終焉

買っている。また、選手を招いた由宇町の地域

とともに、宿泊客は次第に減少し業績は再び悪

イベントを開催するなど、由宇町の活性化にも

化。しかし、折からの温泉ブームに乗じ露天風

取り組んでいる。

呂などを完備。現在では、日帰りの入浴客が増
え、業績も軌道に乗っている。
■県の施設「潮風公園」の運営も受託
友田社長は、山口県が整備した「潮風公園み

◎ 今後の方向性
当社が目指すものは、
「顧客満足度 100％」だ。
さらに、友田社長が今後注力したいと考えてい

なとオアシスゆう」の指定管理会社である㈲潮

るのが、地域内の若手経営者の育成である。

風の経営にも携わっている。平成17年７月、由

■若年経営者の育成に取り組む

宇港海岸に山口県の事業としてオープンしたこ

創業からここまで順調にきたとはいえ、「忘

の公園の誘致に由宇町商工会が関係していた経

れられない成功談と失敗談は数知れず」
（友田

緯もあり経営を引き受けたという。

社長）という。若い時の苦労もよくわかる。こ

延長450ｍのビーチ、レストランや特産品の

うした様々な経験を生かし、
「若い経営者や後

販売施設、ミクロ生物館などの施設があり、夏

継者に相談に乗り、
アドバイスもしてあげたい」

場は多くの人で賑わうが、夏場以外の来客数の

と熱心に語る。

確保が課題だそうだ。
■カープを由宇町あげて応援
友田社長は「広島東洋カープ由宇協力会」
（会

第１回目は、事業計画の勉強会を９月に専門
家を講師に招き、由宇温泉観光ホテルで開催し
た。

員約120名）の代表も務める。平成19年、カー
プを応援する人たちを対象にした「中国新聞・
カープ ALL-IN大賞 年間大賞」を受賞するほ
ど熱心だ。

◎ おわりに
建設・小売・サービスなど、地域の中小企業
の大半は、内需に依存する地域密着型産業だ。

平成５年、広島東洋カープ二軍の練習場が町

人口減少・高齢化の進行により、これらのマー

内に完成したことを機に、地元住民が「将来の

ケットは確実に縮小しており、これに原油・資
材の高止まりが追い打ちをかける。
友田社長は「淘汰されないよう頑張るのみ」
と、逆風に立ち向かう覚悟だ。自らの後継者も
着実に育ちつつある。友田社長の好きな言葉は
「夢・目標・真実・つながり」
。
スニーカーと軽自動車で飛び回る、友田流の
頑張りに期待している。

▲
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潮風公園みなとオアシスゆう
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裕康）

