report 企業紹介

「信頼に応える確かな技術」
を武器に
成長を続ける下松市の元気企業

◎はじめに
全国有数の人口減少県とされる山口県におい

株式会社 三矢

て、いまなお人口の増加が続く下松市。瀬戸内工
業地域の一角にあり、隣接する周南市等とともに
周南コンビナートを形成する。当然のごとく、工
業を中心に発展を遂げてきた市であるが、近年は
広く周辺地域一帯を商圏とする大型商業施設の出
店が相次ぎ、商業都市としての色合いも強めてき

み つ や

た。それに呼応する形で宅地開発やマンション建
設が進み、ここ数年の人口増加トレンドにつなが
っているとみられる。
そうした勢いそのままに、この街はまた不況知
らずの元気な中小企業が多く立地することでも知
長井

謙治

社長

（ながい・けんじ）

●会社概要
所 在 地：下松市葉山２丁目 904 番 23
設

立：昭和62年11月（創業：昭和48年4月）

られている。各種プラントの配管工事を主体に全
国で事業展開する㈱三矢もそのひとつ。若くして
当地で創業した長井謙治社長は、40余年の歳月を
かけて同社を県内業界トップクラスの企業に育て
上げてきた。

資 本 金：2 , 002万円
職 員 数：５１名（平成22年8月現在）
事業内容：プラント配管工事
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.mitsuya-kisako.co.jp

◎活躍の舞台は全国のプラント
㈱三矢の本社・工場は、下松市東部の山あいに
開発された工業・物流団地「周南工流シティー」
（同
市葉山）にある。事業拡大に対応するため、団地
内に1,000坪の用地を購入し、平成８年３月、新社
屋と、最新鋭の設備をもつ新工場を完成させた。
同社が主力とするのは、各種プラント建設工事

●会社沿革

に伴う配管工事やメンテナンス工事である。手が

昭和43年 1 月

長井謙治氏が長井工業を創業

昭和48年 4 月

株式会社に改組、長井工業(株)設立

けるプラントの種類は、
「石油・ガス」
、
「製鉄」
、
「ケ

昭和62年11月 株式会社三矢設立

ミカル」
、
「発電」など多岐にわたる。受注先は、

平成 8 年 3 月

プラントを建設するエンジニアリング会社や、プ

「周南工流シティー」に本社工場が
完成

平成14年 9 月

光市束荷に機材センター開設

ラントを稼働させて製品を生産するメーカー、或

平成18年 3 月

機材センター内に工場を増設、大和

いはそれらのグループ工事会社が中心。業種や立

工場として稼働
平成18年 6 月

「周南工流シティー」に新たに機材

地からは地元の周南コンビナートとの強い結びつ

センター開設

きを想像しがちだが、必ずしもそれは当たらな

平成19年 1 月

大和工場を増設、第二工場と改名

平成21年11月 資本金2,002万円に増資

い。長井社長が「創業当初から仕事現場は全国あ
ちこちにあった」とするように、全国至るところ
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の製油所やケミカル工場、火力発電所などが活躍

ラリーマンで一生を過ごすより、もっと大きなこ

の舞台であり、受注先企業そのものも全国に広

とに挑戦してみたい」という思いに突き動かされ

がっている。大規模な製造設備の新増設工事とい

たとしても不思議ではない。

うものが、定修工事を含めて量的に限界があるこ

また、長井氏は昭和22年生まれで、いわゆる

とを考えれば、こうした手広い事業展開が、むし

「団塊の世代」である。幼い頃から、学校では１

ろこの業界の本質を表していると言えるだろう。

学年で２桁のクラス数が当たり前、教室もすし詰

山陽自動車道を徳山東ＩＣで出ると10分ほどで

め状態という体験をしてきた。何をするにしても

本社に到着する。隣の熊毛ＩＣからも同じく約10

山ほどのライバルと競わなければならなかった。

分。交通アクセスは至便である。隣接の工場から

独立・ 創業を決意した背景には、この世代特有の

かん高い金属音が絶え間なく聞こえ、配管用パイ

強い競争意識というものもあったかもしれない。

プの溶接作業や搬送作業など活況を呈しており、

少し余談になるが、団塊世代に関しては山口県

まさに順調な受注状況を裏付けているようだった。

も例外ではなく、昭和22年から24年までの３年間
は出生数が突出し、年間の出生数はおよそ５万人

◎サラリーマンで一生を過ごしたくない

におよんだ。因みに、現在の山口県においては、

現在では、50名の従業員、400の協力会社を擁

長年にわたる若者の県外流出等が要因となって、

し、コンスタントに20億円近い売上を計上する、

全国の２倍のスピードで出生数の減少が進み、１

県内業界においてはトップクラスの企業にまで成

年間の出生者は１万人余りにまで大きく落ち込ん

長した同社だが、これまでたどってきた道のり

でいる。団塊世代のわずか４分の１でしかない。

は、人の一生と同じで決して平坦なものではなか

ともかく、そうやって無我夢中で鉄工業界に足
を踏み入れた長井氏だが、最初はこの世界のこと

った。
地元の造船会社で働いていた長井氏が、独立し

が何もわからず苦労の連続だった。
「手形は現金

て長井工業を創業したのは昭和43年１月のこと。

と思っていた」
。長井社長は当時を振り返り苦笑

わずか20歳の時だった。もとより成算があったわ

する。工事代金を手形で回収し、たちまち資金繰

けではない。しかし、当時の日本は昭和30年代か

りに困ってしまった。その時に手形取立や割引

ら始まった高度経済成長の真っただ中にあり、周

の方法など、お金のことを一から教えてくれたの

南地域においても本格的な石油コンビナートの基

が、現在でこそメインバンクだが当時は取引すら

礎が出来上がった時期だった。時代のそうした勢

なかった銀行の行員だった。その後もいろいろ痛

いを目の当たりにして、血気盛んな20歳が、
「サ

い目にあいながら商売のイロハから身につけてい

▲ 本社外観

▲ 本社工場内部
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った。石油関連の大手工事会社から安定的に受注

ジニアリング会社や大手メーカー傘下の工事会社

を確保できたこともあって、５年後の昭和48年４

で、いずれも圧倒的な知名度がある。とりわけリ

月には、
「長井工業株式会社」として法人成りに

ーマンショック以降、ただでさえ全体のパイが縮

漕ぎつける。

小するなか、なるほど、規模や知名度の面でのハ

ところが皮肉なことに、事業がようやく軌道に
乗り始めたこのタイミングに、同社として最初で

ンディキャップを補うものがなければ、このよう
に安定した業績は維持できない理屈である。

最大の経営危機が訪れた。石油関連プラントの工

社長が明かすのは、まず「小さい組織」だから

事に依存していたため、折からのオイルショック

こそ小回りがきくことだ。大手と比べて管理コス

の影響をもろに受ける格好で、そのメイン先の仕

トが低いため、発注者のさまざまな要望に対して

事がほとんどゼロになり、全体の売上も３分の１

安価で応じることができる。このご時世、工事の

にまで落ち込んだのである。

発注サイドは、大きい会社ほど厳しいコストダウ

口では言えないほどの苦難を味わうことになっ

ンに取り組んでおり、できるだけ安く請け負う先

たが、振り返ってみれば、このときがターニング

を探している。だから、きちんとした仕事さえす

ポイントだった。リスク分散の重要性というもの

れば、小さい組織であっても大手との競争に勝つ

が骨身に沁みてわかった。それを境に、石油関連

ことができる。

オンリーから製鉄へ、さらには火力発電、ケミカ

問題は「大手並み」にきちんと仕事ができるか

ルヘと事業分野の拡大に生き残りをかけることに

どうかだが、
「どんな企業にも負けない配管施工

なる。みな若かった経営スタッフといっしょに猛

が可能」と、社長は自社の技術力にこそ絶対の自

烈に勉強もしたが、全国の現場で培った人脈に大

信をのぞかせる。それには独特な人材育成法にも

いに助けられ、お陰で今に至る経営基盤を築くこ

ひとつ秘訣がある。10年程度の修業期間を過ぎる

とができたという。

と、いきなり所長で現場に派遣する。その時はベ
テランの専務や常務がサブで下につく。本人にと

◎小さい組織で大手並みの仕事を

っては物凄いプレッシャーかもしれないが、そう

なかなか謙虚な長井社長が、同社の強みとして

やって鍛え上げるので、若いうちから自ら創意工

唯一挙げたのが、
「小さい組織の割に大手並みの

夫する力や、仕事に対する厳しさを養うことがで

仕事ができる」ことだった。大手の工事会社との

きる。また溶接技術に関しても、訓練を積んだ10

競合を避けて通れないのは、ある意味この業界の

名ほどの溶接工を自前で抱えている。この規模の

宿命と言える。ライバルは、ほとんどが大手エン

配管工事業者で溶接をすべて社員で対応する会社

▲ 配管用パイプが並ぶ工場内

▲ 溶接作業をする社員
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は珍しいという。しかし、配管機材の品質維持は

これから将来を見据えて、社長には株式上場と

同社の生命線、ここは何としても譲れないところ

いう明確な目標がある。それを全社の目標にもし

である。

ている。企業も人も高い目標がある時、それが強

そして、社長が自ら「小さい組織」とへりくだ

いインセンティブとなって成長できるからだ。社

るものの、ここまで成長した今となっては、長年

名の「三矢」は、毛利元就が息子たちに与えた

苦労して積み上げた実績もまた大変な強みであ

「三本の矢」の逸話に由来する。全社が社名のと

る。ホームページを開くと、
『工事経歴』という

おりますます結束を固め、より高みを目指すため

タイトルで、北海道から九州まで全国各地のプラ

の絶好の道具立てが株式上場である。そして、

ントにおける施工実績が網羅してある。㈱三矢が

「決して手の届かない目標ではない」と笑顔で言

間違いなく大手並みの仕事ができる会社であるこ

い切るように、それには社長に十分な成算がある

とを、年度ごとずらりと並ぶ、数え切れないほど

ようだった。

の工事名が雄弁に物語っている。

◎おわりに
◎全社一丸となって株式上場を目指す

長井社長は弱冠20歳でこの業界に飛び込み、熾

そうは言っても、実績はあくまで過去のこと、

烈な競争に勝ち抜いて、不況知らずの元気企業を

実績だけで飯が食えるわけではない。10億円規模

作り上げた。事前のイメージに反し、下松を含む

の大きな工事が転がっている時代でもなくなり、

周南地域は出発点であったが、必ずしも活躍の舞

経営環境は厳しくなる一方だが、長井社長は「今

台ではなかった。しかし、上場という高い目標を

でなければできないことをやろう」と、ひるむこ

掲げながら、ここにきて初めて本格的な「地元回

となくチャンスを覗う。
「こういう情勢だからこ

帰」の戦略を打ち立て、周南地域を足掛かりにさ

そ何か商売の芽があるはずだ」
。社員にもそう檄

らなる飛躍を試みている。
同社には若い社員が多く、社長からは「次世代

を飛ばしてきた。
最初の一手として、地元の周南地域に工場を持

のために」という言葉が頻繁に出てくる。前述の

・
4 ・
4

つ大手メーカーに直に入り込む作戦に打って出

ように、山口県では長年にわたる若者の県外流出

た。そして着々と成果を収めている。スポットで

によって出生数減少のスピードを速め、人口も下

はなく継続的な工事を増加させることによって売

松市以外のすべての市町で減少傾向にある。
「次

上を下支えし、地元プラントの仕事であるため効

世代のために」何が遺せるのか、それは長井社長

率よく、さらに直接取引によって収益も確保でき

だけでなく、地域全体が考えなければならない問

るという、よくよく考えれば 一石三鳥 の戦略

題である。

である。
見方を変えると、創業40年にして同社が初めて
打ち出した本格的な「地元回帰」戦略でもある。
「不況で取引条件が厳しくなった今だからこそで

それだけに、若者に希望を抱かせながら元気に
成長を続ける同社は、地域に大きな勇気を与えてく
れる。そんな㈱三矢を心から応援していきたい。
（宗村 敏彦）

きる」
、
「小さくとも技術力さえ確かならできる」
。
その信念に基づいて、ようやく「地元回帰」に勝
機を見出したのではないだろうか。
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