
当社は1896（明治29）年義祖父が「金成堂」とし
て創業したのが始まりです。義祖父がお寺の出身
で、書に優れていて、筆で近隣商家の表札や看板
などを書いていました。私がこちらに嫁いできて
驚いたのは、日記が全部毛筆で書かれていて、生
き生きとしていたことです。商家からは当社で書
いてもらうと商売繁盛する、という評判だったと
聞いています。
戦後間もない1954（昭和29）年にはスタジオ

ゴールドスターに社名変更し、その間、1949（昭和
24）年に制定された屋外広告物法の三重県下登録
第１号となりました。そして、1966（昭和41）年に
法人化し、現在の株式会社金星堂に社名変更をし
ました。その後、看板から広告業全般に事業展開
していきました。
私自身は東京生まれで、実家は商売をしていま

した。1971（昭和46）年、結婚を機に三重県へ来ま

した。専業主婦として子育てに専念後、1989（平成
元）年社長に就任しました。社長就任当時は経営
的に厳しい時期もありましたが、当社が培ってき
た会社の実力と信用は変わらず、社員とお客様の
支えもあり持ち直すことができました。
当時、東京の実家の父から、「お前には商売は無

理だ」と言われましたが、子供たちのことを考える
と後には引けない思いから社長を続けることがで
きました。私のような世間知らずの主婦が社長、会
長職を29年も続けてこられたのは、幾度の困難に
も誠実に向き合ってきたからだと思います。

当社はサイン広告業のリーディングカンパニー
として、お客様が本当に伝えたいことをいかにわ
かりやすく情報化し、より美しくイメージさせる
かをメインテーマにあらゆるニーズに応えサイン
化する「トータルサイン」を推進しています。
当社の強みは、サイン広告に関して一貫した業

務を行うことで、スピーディかつクオリティの高
いサービスの提供ができることにあります。具体
的には、①営業･プランニング、②デザイン・原稿
作成、③プレゼンテーション、④受注・制作、⑤現
場施工・検査、⑥メンテナンス・リニューアル・リ
メイク、を行っています。最近では、デジタルサイ
ネージ（電子掲示板）といった最新技術もサービ
スに取り入れています。このような一貫したサイ
ン広告業務を行っているところは全国的に数少
なく、三重県内では当社が先頭に立っています。
お蔭様で長引いた平成不況を乗り越えて業容

は順調に拡大していき、1998年には現住所へ新
社屋・工場を建設移転しました。また、営業所も
全国主要都市に展開し、2000・01年に名古屋・大
阪、2007・09年に福岡・東京、2013年には仙台にそ
れぞれ開設しました。東京支店には最先端の広
告デザイン情報を取り入れ、提案できるように
デザイン室も併設しています。さらに、最近では
2016年に本社・工場近くに内製強化を図るべく
第二工場を建設し、当社の強みをさらに伸長さ
せています。
お客様は、「イオン」さん、「オークワ」さんなど

の大型ショッピングセンターや、「コメダ」さんな
どの飲食店、スーパーゼネコン各社など全国各地
に及んでいます。その関係もあり、制作に関して
は自社工場のほか全国各地にある協力会社とと
もに、全国エリアでの対応を行っています。
このように拠点整備や事業エリアの拡大がで

きたのも、お客様とのご縁を大切にして丁寧な仕

事を継続できているからだと思っています。そし
て、お客様から自分たちが思っている以上に高い
評価を頂いているので、それにお応えできるよう
にさらに業務のレベルアップを図っていく必要
があると考えています。

当社の経営理念は、「お客様の満足・社員の満
足・社会の満足を通じて社業を実現する」ことで
す。経営理念はそれぞれ３つの満足を緑色、ピン
ク色、黄色の３色に色分けし、名刺のみならず本
社社屋や工場までカラーデザインを施し、ビジュ
アル面でも見て頂くことによって、当社の経営理
念を少しでも伝えられるように工夫しています。
社是については先代から引き継いでいる、①私

たちは常に誠意・情熱・忍耐をもって事に当り、お
客様の信頼を受けるよう努力しましょう、②貴方
には手を、貴方には足を、貴方には頭を、社員相互
の足りない面は貸し借され致しましょう、③私た
ちは常に節約を忘れず質素な社風をつくりま
しょう、の３つです。社是については、法人化40周
年を迎えた2005年度、売上高が10億円を達成した
時に、一度変えようかと社員一同で話し合いまし
たが、当時専務だった現社長がリーダーシップを
取ってくれて、自分たちにとってこの社是はわか
りやすいので、このままでいきましょうというこ
とになりました。このような経営理念や社是は新
しく作ることも大変ですが、継承して環境変化に

創業から120余年、サイン広告業のリーディングカンパニーとして、お客様が本当に伝えたいこと
を「トータルサイン」という概念のもと、わかりやすくかつ美しくカタチにして業容発展を遂げる
株式会社金星堂の代表取締役会長 小笠原まき子氏にお話しを伺いました。

はじめに、貴社の沿革などについてお聞かせ
ください。

貴社の事業概要や業容拡大についてお教えく
ださい。

経営理念や社是にもお客様や社員に対する
熱いメッセージが込められていますね。

なに順調であっても、常に足元を見ながら、社員を
見ながら地道にやってこられたのではないかと感
じています。それが女性の強みであると思う反面、
男性経営者であればもっと上手く会社を飛躍させ
ていたのかもしれないと思うこともあります。
その一方で、現在は相談役となっていますが、三

重県屋外広告美術協同組合という業界団体の理事
長も女性として初めて就任させて頂きました。業
界団体に入った当初はなかなか発言しづらい雰囲
気で、壁の花でも良いと思っていました。しかし、
男性経営者に交じって何回か参加するうちに物事
を俯瞰して発言できるようになり、経営面でも客
観的に会社を見ることができるようになるなど女
性経営者として大変勉強になりました。

2014年度に長男である現社長にバトンタッチ
し、私は会長に就任しました。社長には比較的上
手く引き継げたのではないかと思っています。
1998年度の新社屋完成時、長男は他所の会社で勤
務していました。ある時、長男に社長になる覚悟
があるかと聞いたら、封書を持ってきて「これが
僕の覚悟です。こういう覚悟でいるのでお願いし
ます。」との返答でした。その覚悟とは、自分は社
長になるためにはどんなことでも頑張ります、と

いう内容でした。「では、平社員として他の社員皆
に仕事を教えてもらって、皆から必要とされるよ
うになったらやって下さい。覚悟があって入るの
だから最後まで頑張りなさい。」と伝えました。
その後、良くやってもらい専務になり社長にな

りました。親子であっても気を遣うことはありま
せんでした。なぜなら、覚悟があって金星堂に入
り、覚悟があって社長を引き継いだということで
すから、それ以上でもそれ以下でもありません。
社員に期待されているのですから、社長としての
責任を果たすということは当然のことです。ちな
みに、社長の決意表明の茶封筒は今でも金庫に
入っています。

各種団体の役職に就いており、また会長職とい
う側面からこの地域が活性化するお手伝いをさ
せて頂いています。身近なところでは、現在、三重
県認定NPO法人みえきた市民活動センターの理
事長をしており、地域の市民活動団体をサポート
しています。子育て･介護･環境等地元の問題に取
り組んでいる団体を繋ぎ、地域がより一層元気に
なるように引き続き活動できればと思います。

「金星堂のような会社に入りたいな」と世の中
の人が必要とする会社に育てていければと思い
ます。私の座右の銘は坂村真民先生の「念ずれば
花開く」です｡この言葉は､何事も一生懸命に祈る
ように努力すれば、自ら道は開け夢や目標はかな
うという意味です。これからも社員、お客様、地域
の期待に応えられるように常に感謝の気持ちを
忘れず努力して参ります。

文責　三重銀総研　調査部　先浦 宏紀

な事業計画を作成し、全社員へ配布して方針徹底
を図っています。この事業計画には、役席全員の意
気込みや各人の個別目標まで網羅されており、こ
れを見れば、自分はどのようなポジションにいる
のかがわかります。そして、どうしたら会社は儲か
るのか、儲かるとどのように自分たちに分配して
くれるのかが、B/SやP/Lが読めない社員にもわか
るように、現社長が工夫してくれています。
当面の経営戦略としては、主要なお客様である

大手ショッピングセンターにおいて、近年スク
ラップ＆ビルドが盛んに行われていることから、
事業提案から施工、メンテナンスまで、今まで以
上にスピーディな対応をしていくことが挙げら
れます。当社としても得意分野の内製化強化を図
りそのニーズに応えていくことが重要であると
考えています。

私は普通の主婦で社長業は素人でした。各種会
合での「社長業とは」「経営者とは」というような
勉強会に参加して、最初はただそれを実践するの
みでした。その実践の中の試行錯誤から経営とは
何かや、その責任の重大性などが肌感覚で身につ
いていきました。
男性経営者の思考はわかりませんが、女性は子

供を産み育むという生命力がありますので、男性
よりも辛抱強く足元を見ることができ、それが着
実な経営に繋がっていたのではないでしょうか。
また、主婦の時に食事の用意や片付けなど毎日

の家事を普通にやっていたからこそ、経営がどん

対応しつつ筋を通していくこともまた大変であ
ることを痛感しています。

当社では、毎年お正月の新年会に、時代の潮流
を見ながらその年度の行動指針となるスローガ
ンを公表して社員に配布しています。これは、
1990年度から毎年私が一人で考えて作ってきて
おり、現社長も継承して行ってくれています。
1990年度の時のスローガンは「ピンチがチャン
ス」というものでした。この時は、先にお話しした
ように経営的に厳しい時だったので、とにかく発
想転換して前向きに頑張りましょう、という意図
で作りました。このスローガンを毎年作り続ける
と、その時にどんなことがあったのかが良く見え
てきて、必然的に今でいうPDCAが回り、次のス
ローガンに繋がっていきます。社員にとっても、
その年の明確な目標となり、気持ちがスローガン
に向けて集中するので行動もしやすくなるとい
う利点があります。ちなみに、2017年度のスロー
ガンは「原点」で、その意図は足元の仕事を見つめ
直し、経営理念・社是に則った行動を原点に立ち
返って行いましょう、ということです。
人生や家庭に歴史があるように、社員にとって

は一番身近な場所としての会社にも歴史があり
ます。社員一人ひとりが、その歴史をたどってこ
の金星堂という会社に居れば良いんだ、この会社
でたくさんの出会いがあって良かったと振り
返ってくれれば経営者として本望です。そういう
意味で現社長がこのスローガン発表を引き継い
でくれていることはとても嬉しく感じています。
スローガンを基に今期の経営方針を立て、詳細

株式会社金星堂
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入っています。

各種団体の役職に就いており、また会長職とい
う側面からこの地域が活性化するお手伝いをさ
せて頂いています。身近なところでは、現在、三重
県認定NPO法人みえきた市民活動センターの理
事長をしており、地域の市民活動団体をサポート
しています。子育て･介護･環境等地元の問題に取
り組んでいる団体を繋ぎ、地域がより一層元気に
なるように引き続き活動できればと思います。

「金星堂のような会社に入りたいな」と世の中
の人が必要とする会社に育てていければと思い
ます。私の座右の銘は坂村真民先生の「念ずれば
花開く」です｡この言葉は､何事も一生懸命に祈る
ように努力すれば、自ら道は開け夢や目標はかな
うという意味です。これからも社員、お客様、地域
の期待に応えられるように常に感謝の気持ちを
忘れず努力して参ります。

文責　三重銀総研　調査部　先浦 宏紀

な事業計画を作成し、全社員へ配布して方針徹底
を図っています。この事業計画には、役席全員の意
気込みや各人の個別目標まで網羅されており、こ
れを見れば、自分はどのようなポジションにいる
のかがわかります。そして、どうしたら会社は儲か
るのか、儲かるとどのように自分たちに分配して
くれるのかが、B/SやP/Lが読めない社員にもわか
るように、現社長が工夫してくれています。
当面の経営戦略としては、主要なお客様である

大手ショッピングセンターにおいて、近年スク
ラップ＆ビルドが盛んに行われていることから、
事業提案から施工、メンテナンスまで、今まで以
上にスピーディな対応をしていくことが挙げら
れます。当社としても得意分野の内製化強化を図
りそのニーズに応えていくことが重要であると
考えています。

私は普通の主婦で社長業は素人でした。各種会
合での「社長業とは」「経営者とは」というような
勉強会に参加して、最初はただそれを実践するの
みでした。その実践の中の試行錯誤から経営とは
何かや、その責任の重大性などが肌感覚で身につ
いていきました。
男性経営者の思考はわかりませんが、女性は子

供を産み育むという生命力がありますので、男性
よりも辛抱強く足元を見ることができ、それが着
実な経営に繋がっていたのではないでしょうか。
また、主婦の時に食事の用意や片付けなど毎日

の家事を普通にやっていたからこそ、経営がどん

対応しつつ筋を通していくこともまた大変であ
ることを痛感しています。

当社では、毎年お正月の新年会に、時代の潮流
を見ながらその年度の行動指針となるスローガ
ンを公表して社員に配布しています。これは、
1990年度から毎年私が一人で考えて作ってきて
おり、現社長も継承して行ってくれています。
1990年度の時のスローガンは「ピンチがチャン
ス」というものでした。この時は、先にお話しした
ように経営的に厳しい時だったので、とにかく発
想転換して前向きに頑張りましょう、という意図
で作りました。このスローガンを毎年作り続ける
と、その時にどんなことがあったのかが良く見え
てきて、必然的に今でいうPDCAが回り、次のス
ローガンに繋がっていきます。社員にとっても、
その年の明確な目標となり、気持ちがスローガン
に向けて集中するので行動もしやすくなるとい
う利点があります。ちなみに、2017年度のスロー
ガンは「原点」で、その意図は足元の仕事を見つめ
直し、経営理念・社是に則った行動を原点に立ち
返って行いましょう、ということです。
人生や家庭に歴史があるように、社員にとって

は一番身近な場所としての会社にも歴史があり
ます。社員一人ひとりが、その歴史をたどってこ
の金星堂という会社に居れば良いんだ、この会社
でたくさんの出会いがあって良かったと振り
返ってくれれば経営者として本望です。そういう
意味で現社長がこのスローガン発表を引き継い
でくれていることはとても嬉しく感じています。
スローガンを基に今期の経営方針を立て、詳細

株式会社金星堂
　　　代表取締役会長 小笠原 まき子氏

堀部 勝寛三重銀行　執行役員桑名支店長

聞き手

右：小笠原会長
左：堀部支店長

小笠原会長

経営者に聞く
I N T E R V I E W

2 MIE TOPICS 2017.10 32017.10 MIE TOPICS

経
営
者
に
聞
く

経
営
者
に
聞
く



当社は1896（明治29）年義祖父が「金成堂」とし
て創業したのが始まりです。義祖父がお寺の出身
で、書に優れていて、筆で近隣商家の表札や看板
などを書いていました。私がこちらに嫁いできて
驚いたのは、日記が全部毛筆で書かれていて、生
き生きとしていたことです。商家からは当社で書
いてもらうと商売繁盛する、という評判だったと
聞いています。
戦後間もない1954（昭和29）年にはスタジオ

ゴールドスターに社名変更し、その間、1949（昭和
24）年に制定された屋外広告物法の三重県下登録
第１号となりました。そして、1966（昭和41）年に
法人化し、現在の株式会社金星堂に社名変更をし
ました。その後、看板から広告業全般に事業展開
していきました。
私自身は東京生まれで、実家は商売をしていま

した。1971（昭和46）年、結婚を機に三重県へ来ま

した。専業主婦として子育てに専念後、1989（平成
元）年社長に就任しました。社長就任当時は経営
的に厳しい時期もありましたが、当社が培ってき
た会社の実力と信用は変わらず、社員とお客様の
支えもあり持ち直すことができました。
当時、東京の実家の父から、「お前には商売は無

理だ」と言われましたが、子供たちのことを考える
と後には引けない思いから社長を続けることがで
きました。私のような世間知らずの主婦が社長、会
長職を29年も続けてこられたのは、幾度の困難に
も誠実に向き合ってきたからだと思います。

当社はサイン広告業のリーディングカンパニー
として、お客様が本当に伝えたいことをいかにわ
かりやすく情報化し、より美しくイメージさせる
かをメインテーマにあらゆるニーズに応えサイン
化する「トータルサイン」を推進しています。
当社の強みは、サイン広告に関して一貫した業

務を行うことで、スピーディかつクオリティの高
いサービスの提供ができることにあります。具体
的には、①営業･プランニング、②デザイン・原稿
作成、③プレゼンテーション、④受注・制作、⑤現
場施工・検査、⑥メンテナンス・リニューアル・リ
メイク、を行っています。最近では、デジタルサイ
ネージ（電子掲示板）といった最新技術もサービ
スに取り入れています。このような一貫したサイ
ン広告業務を行っているところは全国的に数少
なく、三重県内では当社が先頭に立っています。
お蔭様で長引いた平成不況を乗り越えて業容

は順調に拡大していき、1998年には現住所へ新
社屋・工場を建設移転しました。また、営業所も
全国主要都市に展開し、2000・01年に名古屋・大
阪、2007・09年に福岡・東京、2013年には仙台にそ
れぞれ開設しました。東京支店には最先端の広
告デザイン情報を取り入れ、提案できるように
デザイン室も併設しています。さらに、最近では
2016年に本社・工場近くに内製強化を図るべく
第二工場を建設し、当社の強みをさらに伸長さ
せています。
お客様は、「イオン」さん、「オークワ」さんなど

の大型ショッピングセンターや、「コメダ」さんな
どの飲食店、スーパーゼネコン各社など全国各地
に及んでいます。その関係もあり、制作に関して
は自社工場のほか全国各地にある協力会社とと
もに、全国エリアでの対応を行っています。
このように拠点整備や事業エリアの拡大がで

きたのも、お客様とのご縁を大切にして丁寧な仕

事を継続できているからだと思っています。そし
て、お客様から自分たちが思っている以上に高い
評価を頂いているので、それにお応えできるよう
にさらに業務のレベルアップを図っていく必要
があると考えています。

当社の経営理念は、「お客様の満足・社員の満
足・社会の満足を通じて社業を実現する」ことで
す。経営理念はそれぞれ３つの満足を緑色、ピン
ク色、黄色の３色に色分けし、名刺のみならず本
社社屋や工場までカラーデザインを施し、ビジュ
アル面でも見て頂くことによって、当社の経営理
念を少しでも伝えられるように工夫しています。
社是については先代から引き継いでいる、①私

たちは常に誠意・情熱・忍耐をもって事に当り、お
客様の信頼を受けるよう努力しましょう、②貴方
には手を、貴方には足を、貴方には頭を、社員相互
の足りない面は貸し借され致しましょう、③私た
ちは常に節約を忘れず質素な社風をつくりま
しょう、の３つです。社是については、法人化40周
年を迎えた2005年度、売上高が10億円を達成した
時に、一度変えようかと社員一同で話し合いまし
たが、当時専務だった現社長がリーダーシップを
取ってくれて、自分たちにとってこの社是はわか
りやすいので、このままでいきましょうというこ
とになりました。このような経営理念や社是は新
しく作ることも大変ですが、継承して環境変化に

なに順調であっても、常に足元を見ながら、社員を
見ながら地道にやってこられたのではないかと感
じています。それが女性の強みであると思う反面、
男性経営者であればもっと上手く会社を飛躍させ
ていたのかもしれないと思うこともあります。
その一方で、現在は相談役となっていますが、三

重県屋外広告美術協同組合という業界団体の理事
長も女性として初めて就任させて頂きました。業
界団体に入った当初はなかなか発言しづらい雰囲
気で、壁の花でも良いと思っていました。しかし、
男性経営者に交じって何回か参加するうちに物事
を俯瞰して発言できるようになり、経営面でも客
観的に会社を見ることができるようになるなど女
性経営者として大変勉強になりました。

2014年度に長男である現社長にバトンタッチ
し、私は会長に就任しました。社長には比較的上
手く引き継げたのではないかと思っています。
1998年度の新社屋完成時、長男は他所の会社で勤
務していました。ある時、長男に社長になる覚悟
があるかと聞いたら、封書を持ってきて「これが
僕の覚悟です。こういう覚悟でいるのでお願いし
ます。」との返答でした。その覚悟とは、自分は社
長になるためにはどんなことでも頑張ります、と

いう内容でした。「では、平社員として他の社員皆
に仕事を教えてもらって、皆から必要とされるよ
うになったらやって下さい。覚悟があって入るの
だから最後まで頑張りなさい。」と伝えました。
その後、良くやってもらい専務になり社長にな

りました。親子であっても気を遣うことはありま
せんでした。なぜなら、覚悟があって金星堂に入
り、覚悟があって社長を引き継いだということで
すから、それ以上でもそれ以下でもありません。
社員に期待されているのですから、社長としての
責任を果たすということは当然のことです。ちな
みに、社長の決意表明の茶封筒は今でも金庫に
入っています。

各種団体の役職に就いており、また会長職とい
う側面からこの地域が活性化するお手伝いをさ
せて頂いています。身近なところでは、現在、三重
県認定NPO法人みえきた市民活動センターの理
事長をしており、地域の市民活動団体をサポート
しています。子育て･介護･環境等地元の問題に取
り組んでいる団体を繋ぎ、地域がより一層元気に
なるように引き続き活動できればと思います。

「金星堂のような会社に入りたいな」と世の中
の人が必要とする会社に育てていければと思い
ます。私の座右の銘は坂村真民先生の「念ずれば
花開く」です｡この言葉は､何事も一生懸命に祈る
ように努力すれば、自ら道は開け夢や目標はかな
うという意味です。これからも社員、お客様、地域
の期待に応えられるように常に感謝の気持ちを
忘れず努力して参ります。

文責　三重銀総研　調査部　先浦 宏紀

な事業計画を作成し、全社員へ配布して方針徹底
を図っています。この事業計画には、役席全員の意
気込みや各人の個別目標まで網羅されており、こ
れを見れば、自分はどのようなポジションにいる
のかがわかります。そして、どうしたら会社は儲か
るのか、儲かるとどのように自分たちに分配して
くれるのかが、B/SやP/Lが読めない社員にもわか
るように、現社長が工夫してくれています。
当面の経営戦略としては、主要なお客様である

大手ショッピングセンターにおいて、近年スク
ラップ＆ビルドが盛んに行われていることから、
事業提案から施工、メンテナンスまで、今まで以
上にスピーディな対応をしていくことが挙げら
れます。当社としても得意分野の内製化強化を図
りそのニーズに応えていくことが重要であると
考えています。

私は普通の主婦で社長業は素人でした。各種会
合での「社長業とは」「経営者とは」というような
勉強会に参加して、最初はただそれを実践するの
みでした。その実践の中の試行錯誤から経営とは
何かや、その責任の重大性などが肌感覚で身につ
いていきました。
男性経営者の思考はわかりませんが、女性は子

供を産み育むという生命力がありますので、男性
よりも辛抱強く足元を見ることができ、それが着
実な経営に繋がっていたのではないでしょうか。
また、主婦の時に食事の用意や片付けなど毎日

の家事を普通にやっていたからこそ、経営がどん

本 社
設 立
資 本 金

代 表 者  

三重県桑名市江場481
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1,000万円
代表取締役会長  小笠原 まき子
代表取締役社長  小笠原 貴行

会社概要

事業内容

売 上 高
従業員数

対応しつつ筋を通していくこともまた大変であ
ることを痛感しています。

当社では、毎年お正月の新年会に、時代の潮流
を見ながらその年度の行動指針となるスローガ
ンを公表して社員に配布しています。これは、
1990年度から毎年私が一人で考えて作ってきて
おり、現社長も継承して行ってくれています。
1990年度の時のスローガンは「ピンチがチャン
ス」というものでした。この時は、先にお話しした
ように経営的に厳しい時だったので、とにかく発
想転換して前向きに頑張りましょう、という意図
で作りました。このスローガンを毎年作り続ける
と、その時にどんなことがあったのかが良く見え
てきて、必然的に今でいうPDCAが回り、次のス
ローガンに繋がっていきます。社員にとっても、
その年の明確な目標となり、気持ちがスローガン
に向けて集中するので行動もしやすくなるとい
う利点があります。ちなみに、2017年度のスロー
ガンは「原点」で、その意図は足元の仕事を見つめ
直し、経営理念・社是に則った行動を原点に立ち
返って行いましょう、ということです。
人生や家庭に歴史があるように、社員にとって

は一番身近な場所としての会社にも歴史があり
ます。社員一人ひとりが、その歴史をたどってこ
の金星堂という会社に居れば良いんだ、この会社
でたくさんの出会いがあって良かったと振り
返ってくれれば経営者として本望です。そういう
意味で現社長がこのスローガン発表を引き継い
でくれていることはとても嬉しく感じています。
スローガンを基に今期の経営方針を立て、詳細

経営方針や経営戦略についてはどのように
お考えですか。

女性経営者としてご苦労されたことやお考え
はいかがですか。

地域の活動にも積極的にかかわっておられて
いますね。

最後に、ご自身の夢や想いをお聞かせくだ
さい。

事業継承について非常に上手くされておられ
ますがその秘訣をお教えください。

本社社屋・工場

デザイン企画・プレゼンテーション

イオンモール堺鉄砲町新築工事

各種広告､サイン製作､デザイン企画､展示装飾、
LED・ネオン工事、各種モニュメント等の企画
から施工管理

20億円（2017年２月期）
57名（2017年２月現在）
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当社は1896（明治29）年義祖父が「金成堂」とし
て創業したのが始まりです。義祖父がお寺の出身
で、書に優れていて、筆で近隣商家の表札や看板
などを書いていました。私がこちらに嫁いできて
驚いたのは、日記が全部毛筆で書かれていて、生
き生きとしていたことです。商家からは当社で書
いてもらうと商売繁盛する、という評判だったと
聞いています。
戦後間もない1954（昭和29）年にはスタジオ

ゴールドスターに社名変更し、その間、1949（昭和
24）年に制定された屋外広告物法の三重県下登録
第１号となりました。そして、1966（昭和41）年に
法人化し、現在の株式会社金星堂に社名変更をし
ました。その後、看板から広告業全般に事業展開
していきました。
私自身は東京生まれで、実家は商売をしていま

した。1971（昭和46）年、結婚を機に三重県へ来ま

した。専業主婦として子育てに専念後、1989（平成
元）年社長に就任しました。社長就任当時は経営
的に厳しい時期もありましたが、当社が培ってき
た会社の実力と信用は変わらず、社員とお客様の
支えもあり持ち直すことができました。
当時、東京の実家の父から、「お前には商売は無

理だ」と言われましたが、子供たちのことを考える
と後には引けない思いから社長を続けることがで
きました。私のような世間知らずの主婦が社長、会
長職を29年も続けてこられたのは、幾度の困難に
も誠実に向き合ってきたからだと思います。

当社はサイン広告業のリーディングカンパニー
として、お客様が本当に伝えたいことをいかにわ
かりやすく情報化し、より美しくイメージさせる
かをメインテーマにあらゆるニーズに応えサイン
化する「トータルサイン」を推進しています。
当社の強みは、サイン広告に関して一貫した業

務を行うことで、スピーディかつクオリティの高
いサービスの提供ができることにあります。具体
的には、①営業･プランニング、②デザイン・原稿
作成、③プレゼンテーション、④受注・制作、⑤現
場施工・検査、⑥メンテナンス・リニューアル・リ
メイク、を行っています。最近では、デジタルサイ
ネージ（電子掲示板）といった最新技術もサービ
スに取り入れています。このような一貫したサイ
ン広告業務を行っているところは全国的に数少
なく、三重県内では当社が先頭に立っています。
お蔭様で長引いた平成不況を乗り越えて業容

は順調に拡大していき、1998年には現住所へ新
社屋・工場を建設移転しました。また、営業所も
全国主要都市に展開し、2000・01年に名古屋・大
阪、2007・09年に福岡・東京、2013年には仙台にそ
れぞれ開設しました。東京支店には最先端の広
告デザイン情報を取り入れ、提案できるように
デザイン室も併設しています。さらに、最近では
2016年に本社・工場近くに内製強化を図るべく
第二工場を建設し、当社の強みをさらに伸長さ
せています。
お客様は、「イオン」さん、「オークワ」さんなど

の大型ショッピングセンターや、「コメダ」さんな
どの飲食店、スーパーゼネコン各社など全国各地
に及んでいます。その関係もあり、制作に関して
は自社工場のほか全国各地にある協力会社とと
もに、全国エリアでの対応を行っています。
このように拠点整備や事業エリアの拡大がで

きたのも、お客様とのご縁を大切にして丁寧な仕

事を継続できているからだと思っています。そし
て、お客様から自分たちが思っている以上に高い
評価を頂いているので、それにお応えできるよう
にさらに業務のレベルアップを図っていく必要
があると考えています。

当社の経営理念は、「お客様の満足・社員の満
足・社会の満足を通じて社業を実現する」ことで
す。経営理念はそれぞれ３つの満足を緑色、ピン
ク色、黄色の３色に色分けし、名刺のみならず本
社社屋や工場までカラーデザインを施し、ビジュ
アル面でも見て頂くことによって、当社の経営理
念を少しでも伝えられるように工夫しています。
社是については先代から引き継いでいる、①私

たちは常に誠意・情熱・忍耐をもって事に当り、お
客様の信頼を受けるよう努力しましょう、②貴方
には手を、貴方には足を、貴方には頭を、社員相互
の足りない面は貸し借され致しましょう、③私た
ちは常に節約を忘れず質素な社風をつくりま
しょう、の３つです。社是については、法人化40周
年を迎えた2005年度、売上高が10億円を達成した
時に、一度変えようかと社員一同で話し合いまし
たが、当時専務だった現社長がリーダーシップを
取ってくれて、自分たちにとってこの社是はわか
りやすいので、このままでいきましょうというこ
とになりました。このような経営理念や社是は新
しく作ることも大変ですが、継承して環境変化に

なに順調であっても、常に足元を見ながら、社員を
見ながら地道にやってこられたのではないかと感
じています。それが女性の強みであると思う反面、
男性経営者であればもっと上手く会社を飛躍させ
ていたのかもしれないと思うこともあります。
その一方で、現在は相談役となっていますが、三

重県屋外広告美術協同組合という業界団体の理事
長も女性として初めて就任させて頂きました。業
界団体に入った当初はなかなか発言しづらい雰囲
気で、壁の花でも良いと思っていました。しかし、
男性経営者に交じって何回か参加するうちに物事
を俯瞰して発言できるようになり、経営面でも客
観的に会社を見ることができるようになるなど女
性経営者として大変勉強になりました。

2014年度に長男である現社長にバトンタッチ
し、私は会長に就任しました。社長には比較的上
手く引き継げたのではないかと思っています。
1998年度の新社屋完成時、長男は他所の会社で勤
務していました。ある時、長男に社長になる覚悟
があるかと聞いたら、封書を持ってきて「これが
僕の覚悟です。こういう覚悟でいるのでお願いし
ます。」との返答でした。その覚悟とは、自分は社
長になるためにはどんなことでも頑張ります、と

いう内容でした。「では、平社員として他の社員皆
に仕事を教えてもらって、皆から必要とされるよ
うになったらやって下さい。覚悟があって入るの
だから最後まで頑張りなさい。」と伝えました。
その後、良くやってもらい専務になり社長にな

りました。親子であっても気を遣うことはありま
せんでした。なぜなら、覚悟があって金星堂に入
り、覚悟があって社長を引き継いだということで
すから、それ以上でもそれ以下でもありません。
社員に期待されているのですから、社長としての
責任を果たすということは当然のことです。ちな
みに、社長の決意表明の茶封筒は今でも金庫に
入っています。

各種団体の役職に就いており、また会長職とい
う側面からこの地域が活性化するお手伝いをさ
せて頂いています。身近なところでは、現在、三重
県認定NPO法人みえきた市民活動センターの理
事長をしており、地域の市民活動団体をサポート
しています。子育て･介護･環境等地元の問題に取
り組んでいる団体を繋ぎ、地域がより一層元気に
なるように引き続き活動できればと思います。

「金星堂のような会社に入りたいな」と世の中
の人が必要とする会社に育てていければと思い
ます。私の座右の銘は坂村真民先生の「念ずれば
花開く」です｡この言葉は､何事も一生懸命に祈る
ように努力すれば、自ら道は開け夢や目標はかな
うという意味です。これからも社員、お客様、地域
の期待に応えられるように常に感謝の気持ちを
忘れず努力して参ります。

文責　三重銀総研　調査部　先浦 宏紀

な事業計画を作成し、全社員へ配布して方針徹底
を図っています。この事業計画には、役席全員の意
気込みや各人の個別目標まで網羅されており、こ
れを見れば、自分はどのようなポジションにいる
のかがわかります。そして、どうしたら会社は儲か
るのか、儲かるとどのように自分たちに分配して
くれるのかが、B/SやP/Lが読めない社員にもわか
るように、現社長が工夫してくれています。
当面の経営戦略としては、主要なお客様である

大手ショッピングセンターにおいて、近年スク
ラップ＆ビルドが盛んに行われていることから、
事業提案から施工、メンテナンスまで、今まで以
上にスピーディな対応をしていくことが挙げら
れます。当社としても得意分野の内製化強化を図
りそのニーズに応えていくことが重要であると
考えています。

私は普通の主婦で社長業は素人でした。各種会
合での「社長業とは」「経営者とは」というような
勉強会に参加して、最初はただそれを実践するの
みでした。その実践の中の試行錯誤から経営とは
何かや、その責任の重大性などが肌感覚で身につ
いていきました。
男性経営者の思考はわかりませんが、女性は子

供を産み育むという生命力がありますので、男性
よりも辛抱強く足元を見ることができ、それが着
実な経営に繋がっていたのではないでしょうか。
また、主婦の時に食事の用意や片付けなど毎日

の家事を普通にやっていたからこそ、経営がどん
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対応しつつ筋を通していくこともまた大変であ
ることを痛感しています。

当社では、毎年お正月の新年会に、時代の潮流
を見ながらその年度の行動指針となるスローガ
ンを公表して社員に配布しています。これは、
1990年度から毎年私が一人で考えて作ってきて
おり、現社長も継承して行ってくれています。
1990年度の時のスローガンは「ピンチがチャン
ス」というものでした。この時は、先にお話しした
ように経営的に厳しい時だったので、とにかく発
想転換して前向きに頑張りましょう、という意図
で作りました。このスローガンを毎年作り続ける
と、その時にどんなことがあったのかが良く見え
てきて、必然的に今でいうPDCAが回り、次のス
ローガンに繋がっていきます。社員にとっても、
その年の明確な目標となり、気持ちがスローガン
に向けて集中するので行動もしやすくなるとい
う利点があります。ちなみに、2017年度のスロー
ガンは「原点」で、その意図は足元の仕事を見つめ
直し、経営理念・社是に則った行動を原点に立ち
返って行いましょう、ということです。
人生や家庭に歴史があるように、社員にとって

は一番身近な場所としての会社にも歴史があり
ます。社員一人ひとりが、その歴史をたどってこ
の金星堂という会社に居れば良いんだ、この会社
でたくさんの出会いがあって良かったと振り
返ってくれれば経営者として本望です。そういう
意味で現社長がこのスローガン発表を引き継い
でくれていることはとても嬉しく感じています。
スローガンを基に今期の経営方針を立て、詳細

経営方針や経営戦略についてはどのように
お考えですか。

女性経営者としてご苦労されたことやお考え
はいかがですか。

地域の活動にも積極的にかかわっておられて
いますね。

最後に、ご自身の夢や想いをお聞かせくだ
さい。

事業継承について非常に上手くされておられ
ますがその秘訣をお教えください。

本社社屋・工場

デザイン企画・プレゼンテーション

イオンモール堺鉄砲町新築工事

各種広告､サイン製作､デザイン企画､展示装飾、
LED・ネオン工事、各種モニュメント等の企画
から施工管理

20億円（2017年２月期）
57名（2017年２月現在）
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