
J-LEASE COMPANY NEWSLETTER
ONE for ALL12月号

2018 December

世界の風景 -カナダ　世界遺産　カナディアンロッキー -

Vol.69

情報を随時更新中！

https://www.j-lease.jp
2018年11月26日（月）発行　編集：総務部

公式サイト

「ジェイリース」で検索！

連載

THE CEO
LOVE♥トリニータ
Shine★社員
ジェイリースだより

■トップ会談
  　株式会社グランディーズ
　　代表取締役　亀井　浩 様
■愛媛支店開設

特集

きちんと、家賃保証。



the
CEO column

【社長近景／平成30年11月3日　サイトワールドにて】

title：
ダラリの法則

「ダラリの法則」とは主に生産管理や工場・ラインの
現場などで使われている言葉ですが、他の業種や職種
でも問題点の洗い出し、業務の改善・効率化に有効と
いわれています。
「ダラリ」とは、「ムダ」「ムラ」「ムリ」の語尾をとって
ダラリです。(3つの「ム」をとって3Ｍとも呼ばれます)
この「ムダ」「ムラ」「ムリ」を減らしていくことが業務
改善や効率化に繋がるといわれています。
ムダ・・・目的に対して手段の割合が大きいこと。(1

人でできる仕事を3人やる。作る必要の無い資料など。)
ムラ・・・「ムダ」と「ムリ」が頻発している状態。(仕事

量が変動している状態。)
ムリ・・・目的に対して手段の割合が小さいこと。(3

人でできる仕事を1人でやる。処理ペースが追い付か
ない作業など。) 
これらの「ダラリ」は労力・経費・時間などの経営資

源が業務に有効活用されていない状態であり、減らし
ていかなければなりません。
そして、「ダラリ」を減らす手段は「やめる・へらす・

かえる」の3項目です。
やめる・・・ 「ムダ、ムラ、ムリ」の発生原因をなくす

ためにその業務を「やめる」
へらす・・・ 「やめる」ことができない業務について

は「へらす」
かえる・・・ 「やめる」ことも「へらす」こともできな

い業務についてはやり方を「かえる」
ジェイリースにはまだまだ「ダラリ」があるはずで

す。いま一度周りを見渡して「ダラリ」を排除していき
ましょう。

また、経費削減を目的として6月1日に始めた「ＪＬ
スマートプロジェクト」ですが、皆さんの部署でも
ペーパーレス化やカラー印刷からモノクロ印刷にす

る(やめる・かえる)、電気代節約のためエアコンを調整
する(へらす)など様々な取り組みを行われているかと
思います。
しかしながら、気をつけなければいけないのは、経費

は見えにくいところでも発生しており、その最たるも
のは人件費であるということです。皆さんは自分が時
給何円で働いているか計算したことがあるでしょう
か。
業務改善の際には必ず、人件費とそれに対する費用

対効果も考慮しなければなりません。
「外出時に交通費を浮かすために一駅分歩く」自ら
の人件費というコストを見ずに目先のコスト削減をし
た気になっている。このようなナンセンスな話はあり
えません。
逆に、時間がかかっている業務には新たに費用を投

入し、早めに終わらせることで別の仕事に着手する事
ができ生産性を上げることができます。

JLスマートプロジェクトは単なる経費削減だけでは
なく、費用対効果や効率化についても考慮しながら取
り組む必要があります。
まずは「ムダ」を探して減らしましょう。次に「ムリ」

を減らしていくことにも目をむけ、仕事の「ムラ」をな
くして経営資源を有効活用できるような改善・効率化
を行いましょう。
これも『ＣＨＡＮＧＥ　ＤＮＡ！』です。今までのやり方

を変化させない限り、JLスマートプロジェクトの成功
はありえません。

平成30年10月26日
ジェイリース株式会社

代表取締役社長　ＣＥＯ　中島　拓
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中島　拓（なかしま ひらく）
大分県大分市出身
1957年生
1980年3月　中央大学法学部卒
2004年3月　ジェイリース株式会社設立
   代表取締役社長就任（現任）
2016年６月　東京証券取引所マザーズ市場へ株式上場
2018年３月　東京証券取引所市場第一部へ市場変更

亀井　浩（かめい　ひろし）
大分県大分市出身
1970年生 
1989年 ７月　職人として個人創業　
1990年11月　有限会社ケイズ設立　代表取締役就任
2002年９月　株式会社ケイズを中堅デベロッパーの傘下に
　　　　　　 　関連会社社長就任
2006年10月　関連会社社長を退任
2006年11月　株式会社グランディーズ設立　代表取締役就任（現任）
2008年 4月　グリーンシート市場当時の基準で日本最速の17ヶ月で株式公開
2012年12月　福岡証券取引所Q-board市場へ株式上場
2014年12月　東京証券取引所マザーズ市場へ株式上場

トップ会談
～株式会社グランディーズ／県内最速で上場を果たした企業のオーナーとして考えること～

中島社長
今日はお忙しい中お越しいただきありがとうございま

す。よろしくお願いいたします。

亀井社長
こちらこそよろしくお願いいたします。中島社長は青年

会議所時代の先輩ですし、昔から大変お世話になっており
ます。今日はこの会談にお呼びいただき光栄です。

中島社長
さて、グランディーズさんと言えば、日本最速でグリー

ンシートに株式公開を果たされた会社ですね。亀井社長は
創業者でいらっしゃいますが、会社を設立した動機やこれ
までの道のり、亀井社長の経歴をお聞かせいただけますで
しょうか。

亀井社長
はい。私は18 歳の頃から建設現場の職人として働いてい

ました。最初は内装の分野で幅を広げていましたが、20 歳
で有限会社ケイズを設立し、内装仕事をしながら、徐々に店
装工事業へ転換していきました。ちょうどその頃に中島社
長の会社のお仕事もいただいた時期がありました。

中島社長
そうでしたね。丁寧な仕上がりに驚いたのを覚えており

ますよ。

亀井社長
ありがとうございます。その後も少しずつ増改築、リ

フォームと事業を広げ、住宅業界へ進出しました。18歳で
職人になってからこの間約10 年ほどです。建売販売住宅や
分譲マンションなどを扱うようになり、20 代で売上10 億
くらいが見えたときに、分譲マンション事業で近隣の激し
い反対運動があり、中堅の同業者にグループ会社にしても
らうことになりました。グループのエリア会社の社長とし
て31歳～36歳の５年ほど勤めましたが、36 歳のときに、
ゼロからこの会社を設立しました。

中島社長
そうでしたか。まさに不退転のサクセスストーリーです

ね。

亀井社長
会社設立から17ヶ月の2008 年４月にグリーンシートに

株式公開をし、2012 年12 月に福岡証券取引所Q-Board
に株式上場、2014 年に東京証券取引所マザーズに上場し
ました。グリーンシート株式公開後は１年でQ-Board へ株
式上場する予定だったのですが、リーマンショックなどの
影響もあり、４年かかってしまいました。

中島社長
目覚ましい飛躍を遂げられましたね。グランディーズさ

んのことはよく耳にしており、御社の活躍は私のエネル
ギー源でした（笑）

ONE for ALL I 5



私も上場を果たしたときは感無量というか、大きな責任
を感じました。上場することで逆に大変なことは数多くあ
りますが、信用力の向上や社員の事を考えても上場してよ
かったと思っています。

亀井社長
グランディーズは、そもそも上場ありきといいますか、上

場を目標に立ち上げた会社です。
上場企業のブランディングは大きな買い物をするお客様

への安心に繋がっていると思いますし、それに恥じないよ
う品質管理には細心の注意を払っています。

中島社長
そうですね。
グランディーズさんの社名の由来もお聞かせいただけま

すでしょうか。

亀井社長
GR ANDE S は「 G R AND」「 E S 」に 分 け 、G R A N D

という 単 語 は「 立 派 」と い う 意 味 、E S は 不 動 産 の 意
味 の「E st a te 」の２ 文 字 と 社 員 満 足 の 意 味 を も つ

「Emp loyee Sa t i s f a c t i o n 」からきています。つまり
「立派な不動 産 」「 立 派な社 員満足 」です。立派な不動産、
立派 な社員満 足を追 求しています。

中島社長
なるほど。社名が企業理念そのものと言えますね。
御社といえば建売住宅が有名ですが、「年収300 万円から

持てるマイホーム」というキャッチフレーズには衝撃を受
けました。

亀井社長
地方都市の地場企業で働く若い方は年収が約300万円前

後の方が大多数です。年収300万円でも無理せずに持てる
住宅です。しかし安いからこそ、少しの欠陥でも「やっぱり
な」と思われるのです。安いからこその品質管理にはこだ
わっています。

中島社長
無理せず持てる。安く良い買い物ができれば嬉しいです

よね。
さて、亀井社長といえば、アメーバ経営で有名な稲盛和夫

氏が塾長の「盛和塾」でのご活躍もよく耳にしますが、盛和
塾に入会したきっかけや現在の活動について教えてくださ
い。

亀井社長
きっかけは先輩塾生からテープを借りて聴いたことで

す。すぐにファンになり、繰り返しテープを聞いていまし
た。当時は30歳にならないと入会できないという年齢制限
があったのですが、どうしても参加したく、オブザーバーと
して参加していたほどです。入塾して約18 年、現在は大分
の代表世話人をさせていただいています。大分には約110

名の塾生がおり、塾長のDVD を見たり、塾生の経営体験を
発表してもらったりといった活動をしています。年に１回
の世界大会で優秀賞をとった方をゲストに呼ぶこともあり
ます。

社風や哲学、経営者としての心構えなどを全体的に学び
ました。それが今の会社経営にも非常に役立っています。

中島社長
私もDVD で講話を拝聴しましたがアメーバ経営とフィ

ロソフィーですね、とても勉強になりました。盛和塾で学ん
だことがグランディーズさんの社風にも強く影響している
のですね。

亀井社長
グランディーズではフィロソフィーを作り、社員に会社の

方向性を示しています。
社員は皆人間ですから様々な考えがあることは当然で

す。しかし会社しかり組織というものは皆が同じ方向を向
いているからこそうまくいくものだと思っています。

異なる考えが悪いのではなく、それぞれの考え方にあっ
た会社で働く、同じ考えを持つ人間が集まって１つのこと
を成し遂げることに意味があると思います。

中島社長
おっしゃるとおりです。
社員には、全体の方向性の中で個性を発揮してもらえれ

ば最高です。
亀井社長といえばもう１つ、トライアスロンの名選手だ

と聞いています（笑）よくブログで拝見していますよ。

亀井社長
いえいえ（ 笑）とはい え日々トレーニングを頑張ってい

ます。
それと、私自身スポーツは大好きですが、ジェイリースさ

んのスポーツを通じた地域貢献は、同じ大分の企業として
見習いたいです。

弊社も今後、大いに検討したいと思っています。

中島社長
ありがとうございます。最後に今後の目標をお聞かせく

ださい。

亀井社長
首都圏を中心に事業拠点を拡大し、早期の東京証券取引

所市場一部上場を目指します。ジェイリースさんに追いつ
けるように邁進いたしますので、今後ともご指導ください。

中島社長
大分発の企 業として、お互いに頑張りましょう。今日は

ありがとうございました。
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「久々にニューヨークに行って、タクシーに乗ったら英語が通じなくてまいったよ」とは、アメリカに住んでいる友人
から聞いた話。
移民締め付け政策でトランプ大統領が支持を得ています。移民が低賃金で働くのでアメリカ人の仕事を奪っていると

いうのがその主張です。日本でも少子・高齢化が進んで、移民とは言ってませんが実質的に移民の制度緩和を進めていま
す。今国会の重要法案になっています。政府は5年の最長在留期間はそのままですが、在留資格を広げて外食や水産業も
対象業種にするとありました。人手不足の解消がその狙いです。
最近コンビニに行くと、たいてい外国人のレジ係がいます。なかなか流暢な日本語を話す人もいます。ほとんどが日本

語学校に通うアルバイトです。ここでＮ１という最高ランクに評価されると、在留期間の延長も可能になるとか。
ＡＩが進むと仕事がなくなるといいます。その通りだと思います。しかし違う視点で変えて考えてみましょう。ＡＩに

よって企業の生産性は上がるかもしれませんが、生産性を上げても需要は増えません。ＡＩはコンピュータですから消費
するのは電気くらいなのです。
それに比べると、移民は需要を生みます。今のところほとんどが生産年齢ですから、食べる量も多いでしょうし、少し

稼げるようになればファッションにも興味をもって、ひどい状態の百貨店やショッピングセンターの救世主になるかも
しれません。もしかしたら車も売れるようになって、クレジットも使われるようになるかもしれません。もちろん住むと
ころも必要です。
さらに長期の視点で考えると、５年で帰ってもらうといいますが、若い外国人が５年もいれば日本語は上達するで

しょうし、帰すのはあまりにもったいない。それに日本人と恋に落ちて子どもが増えるかもしれません。すぐにどうなる
ものではないと思いますが、３世代くらい先の１００年後には、そもそも日本人の概念が変わっているかもしれません。
と、とりとめのないことをつらつら考えているうちに、コンビニで働いている外国人たちがどんな生活をしているの

か興味がわいてきました。そこで最近、レジに行って外国人がいたときは、後ろに客がいない前提ですが、天気のことと
か、国はどことか、あたりさわりのないことを会話するようにしています。
コンビニでレジに出ているのは日本語がある程度できることが条件で、レジにでると日本語がさらに上達すると聞い

たからです。ちょっとかわいこちゃんだったりすると、「仕事何時まで？」とか「終わった後、予定ある？」とか聞いてみた
くなりますが、怪しい日本人と思われそうなので自重しています。レジを離れるときは「頑張ってね」と一言かけると、た
いていの子はニコッとしてくれます。

放送大学非常勤講師　水上　宏明 氏

熱烈歓迎

ONE for ALL I 7

CHPC481
テキスト ボックス
内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格 消費生活アドバイザー　水上　宏明 氏

CHPC481
テキスト ボックス
内閣総理大臣及び経済産業大臣事業認定資格 消費生活アドバイザー日本クレジット協会企画部長を経て現在フリーランスライター。著書：『クレジットカードの知識』『クレジットの基本』（日経文庫）『金貸しの日本史』（新潮新書）など多数。寄稿：「恨みがあるならカネに言え」（コラム）『日本金融新聞』に2006年から2014年まで231回連載。その他：『月刊消費者信用』『朝日新聞』などに多数。
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