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「不易流行」と「サンメッセDNA」

今一度、私自身の会社経営に対する考えをお伝えいたし

ます。

　社長拝命にあたり、私の座右の銘のひとつである『不易流

行』を伝えています。変えてはいけないもの、変えなければい

けないもの、その本質は何かを、常々考えることが大切である

ということです。

その上で『サンメッセDNA』を踏襲した５つのキーワードを掲

げました。社員の中には、何を今更？と思っている人も少なくな

いのかも知れません。ただ、シンプルな言葉に立ち返り、その上

で、誰もが共感できるような言葉で、確実に思いを伝えたいと

考えました。当然、当社を取り巻くあらゆるステークホルダーの

皆さまが、重要であり優劣をつけられるものでないことを前提

に、今の当社に極めて重要な存在は「社員」との結束力であると

考えました。印刷業界の変化のスピードは非常に早く、今や

ペーパーレス化の台頭をはじめ非常に厳しい時代を迎えてい

ます。これまで当社が得意としてきた商業印刷事業の中でも、

特に折り込みチラシは、その存在価値すらも問われていると

いっても過言でなく、当社においての需要も激減しています。

社長就任にあたって全社員に伝えた思い

　本年4月1日付けにて、代表取締役社長に就任いたしました田

中 尚一郎です。お客さまをはじめとする、あらゆるステークホル

ダーの皆さまには、日頃より当社をご支援いただきますこと、心

より御礼申しあげます。

このたび、社長内示をいただいた後、あらためてこれまでの当

社の歴史を振り返りました。その上で、創業の思いを胸に、日々の

業務における「忍耐」「誠実」「努力」、新事業への「創造」「勇気」そ

して、「挑戦」「行動」さらには社員を家族同様に思うほどの「社員

愛」など、『サンメッセDNA』をしっかり継承していかねばならない

と決意した次第です。第６代目社長を仰せつかる者として、創業者

をはじめ諸先輩方に負けぬ溢れんばかりの「サンメッセ愛」をもっ

て全身全霊を賭していきたいと考えています。

さて、社長就任早々、まずは4月に管理職以上の前で、続いて

5月には全社員の前で、所信表明させていただきました。

そこでシンプルに一言伝えたのが「チャレンジ」です。これ

をなくしてさまざまな道は拓けぬということを伝えました。

私自身、代表者からさまざまな機会を与えていただき、かつての

赤坂支店（現在は、東京営業部に統合）立ち上げ、複数新設部門

の立ち上げ、そして直近においては当社初の海外進出となった

2012年のサンメッセタイランドの合弁会社の設立など、成功ば

かりでなく多くの失敗を経験しつつも、そのすべてが「チャレン

ジ」の繰り返しだったと考えています。思い起せば数多くのこと

を学ばせていただき、よい経験となりました。当時の代表者に

も、そしてその時々、サポートしてくれた社員の皆さんにも心か

ら感謝しています。だからこそ私は、この先、社員に多くの「チャ

レンジ」の機会を作らせていただきますので、失敗を恐れず果

敢に挑んで欲しいと思います。
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社員の物心両面での幸せを約束する

　そんな状況下においては、やはり「人」＝「社員」をいかに大切に

せねばならないかという考えに至りました。特に製造現場で働い

てくれている社員は、印刷需要の激減は死活問題のように映って

いることでしょう。中には、この業界の将来に夢や希望を描けない

社員も少なくないように感じます。しかし私には、社員の皆さんの

物心両面の幸せに対しての責任があると強く感じています。それ

は単に給与や評価体系だけでなく、それぞれの仕事を通じてお客

さま、上司、部下、同期、同僚の皆さんと一緒に成長することによっ

て、自分自身の成長を実感できるような職場環境や、仕事に強い

やりがいを感じてもらうことが、必ずや出来ると確信しています。

　私は会社を経営するにあたり、当社の歴代社長をはじめ、数

多くの経営者の考え方や言葉を参考にさせていただいており

ますが、中でも日本航空を再生させた稲盛和夫氏が主宰する

「盛和塾」で学び得ました「人生仕事の結果=考え方×熱意×能

力」との考えに強く共感し、私のような凡人でも前向きな考え

方、熱意があれば、必ず事を成し遂げられると考えています。私

もこの言葉を実践するとともに、社員の皆さんの前向きな「考

え方」、「熱意」を大切にしたく思います。

時代の変化は可能性に富んだ成長の機会

　我々を取り巻く業界の変化と今後の経営戦略について、私の

考えをお伝えいたします。

　「当社は将来、印刷会社として存在していくのだろうか？10年

後、20年後はそうであっても、100周年の時の姿は分からない」

これは、田中良幸現会長が今から約15年前に社史に残された

メッセージです。今から約17年後の2035年に、当社は創業

100周年を迎えます。このメッセージは、まさにこの激動の時代

を生き、次代のサンメッセを創っていく我々が真剣に考えるべ

き課題です。

　スマート社会の到来で、あらゆる分野でパラダイムシフトが

起きており、我々の業界もまさにその渦中にあります。正直な

話、コアビジネスである商業印刷事業はこの先どうなっていく

のか見通しが難しいと考えます。しかし、これからはお客さまと

共に仕事を創り出す時代であると確信しています。

　カタログやチラシなどの紙媒体は、ペーパーレス化の流れに

よって、デジタルメディアへの転換が急速に進んでいます。その

点では厳しい経営環境には違いありませんが、お客さまの需要

が多様化している中において、印刷の枠にとらわれない「情報

加工産業」として考えれば、製品の持つ価値や必要性を強化す

ることで十分に戦っていけるマーケットが存在します。

　いかに時代が変わろうともお客さまから求められる根本的な

ニーズに変わりはありません。むしろ、その情報発信の手法や内

容がより高度化する中で、厳密に管理されたワークフローと効

果的に情報発信するためのノウハウなどは、今まで以上に価値

が高まっていると実感しています。コアビジネスである商業印

刷を堅持しつつも、マルチメディアを含めた多彩な製品をさま

ざまな業界にご提供させていただける今の社会環境は、当社に

とって大きな成長の機会であると考えます。

「社是」の追求こそが持続的成長の源泉

　次の重要なポイントは、当社の「社是」、「経営理念」、「行動指

針十訓」にフォーカスいたしました。当たり前の話ですが、会社

経営の根底にあるこれらの上位概念をしっかり順守することで、

当社はさらにより良い会社に成長できると信じています。当社

の存在意義を今一度よく考えることで、なぜこの地（岐阜県大

垣市）に本社を構えているのか、何のための社是や経営理念な

のかをじっくりと考えました。故田中康義前会長が「社是」を制

定する際に発信されたメッセージを下記に紹介します。

　「現在の田中印刷は、創業者である当時会長の田中義夫、副

会長の田中せきをはじめ、多くの方々の血と汗と頭脳で築き上

げてきた尊い歴史と伝統の産物です。我々は今日までの田中印

刷の伝統と歴史を継承するだけではなく、第二の創業期に会社

を預かる者としての責任を十分自覚し、大いなる自負心をもって、

この会社を育てなければなりません。我々はもちろん“印刷”

を中心にこの会社を運営するのですが、時代の要求に応え、従

来の技術に新しい技術を加味し、新たな業務も積極的に展開す

るチャレンジ精神を持たねばなりません。サンメッセの前途は、

正に洋々たるものです。しかし、皆さんここで最も大切なことは

皆さんの意志です。他力本願では会社は絶対伸びません。自分

自身による自分自身のための自分自身の生活向上の場である

サンメッセを全員の力を結集して、立派に大きく育てようではあ

りませんか。」と伝え、同時に「企業活動はお客さまの満足を得

られなければ存続していけないし、社員が幸福でなければエネ

ルギーも蓄積されない。これらを支えるのが業績の向上で、こ

の３つのどれかが欠けても当社の進展はあり得ない」と極めて

強い情熱を持って、当社の「社是」が制定されたのです。

　今から約30年前に制定されたこの社是は、現代においても

十分に通用するものです。会社は永続的に成長させねばなりま

せん。何が起こってもおかしくないこの時流の中で、もしかした

らこの先に「社是」の見直しをする時が来るかも知れませんが、

今はこの考えをしっかりと受け継ぎ、社員の先頭に立って行動し

ていくことを誓います。

TOP MESSAGE
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既存コアビジネスの減退 調達価格の変動
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ペーパーレス化の加速 スマート社会の到来お客さま需要の変化

2 . 事業環境の変化

既存コアビジネスの減退 調達価格の変動

…など

…など
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４つのアクションプランで新たな価値創造に挑む

　今や、各企業のトップは企業の持続的発展のための新事

業や成長戦略に真剣に取り組んでいます。あの強靭な経営

体制を推進するトヨタ自動車さまでさえ「血みどろの努力」

という言葉を使い、「変革を起さねばならない」と豊田社長

自ら陣頭指揮を執られています。まさにビジネス構造が大

きく変貌していることは明らかであり、当社も例外ではな

く、必死になって生き残りを賭けた事業戦略の立案に取り組

まねばなりません。

　印刷業界を取り巻く社会環境も急速なスピードで変化してい

ます。これまでのビジネス構造が大きく変化し、当社のコアビジ

ネス事業である商業印刷の衰退、また調達材料の価格変動も

先行きが不透明です。

　しかし、当社における価値創造のための資本リソースには、全

国に広がる営業拠点網や豊富な製造設備、そして何よりも多彩

な人財と、そこには大きなポテンシャルと成長性があると考え

ています。当社には、長年培ってきたノウハウと長い歴史に育ま

れたお客さまからの信頼があり、積極的な設備投資による内製

化の充実で『社内一貫生産による一社責任体制』という方針も

確立されています。これまでの商業印刷、ビジネスフォーム印

刷、パッケージ印刷に加え、これからはコアビジネス事業をベー

スに新事業にも積極的に取り組んで参ります。

　その上で、新中期経営計画のイメージ構想として、“100年企

業をめざして、成長分野にシフトし、収益構造を変える”というス

ローガンを設定、さらにはこのスローガンを達成するための直

近における基本戦略を下記の通り掲げました。

　当面、特に平成30年度は、新中期経営のスローガンを達成す

るため、新たな価値創造に挑戦するための4つのアクションを掲

げており、これを愚直に推進していく所存です。

１）営業エリアの拡大では、既に今年の4月には静岡営業所を、

そして5月には新宿支店を新設し、新たなエリアにて拡販体制を

整えています。お客さまの需要の高いエリアに経営資源を集中

させ、人員配置も最適化し、今後は成長新事業とのシナジー効

果を高めていくつもりです。

２）事業領域の拡大では、新成長戦略として専門性の高い組織

力の強化・徹底をします。新たなる成長戦略である４つの新事業

（IPS/PK/CC/ICT）の推進を中心に、これら専門性の高い事業

におけるプロ集団を創り上げていきます。中でも、IPSとパッ

ケージ事業部門の製造体制を整備し、当本社の第五工場を増

設し大型の設備投資を行いました。本事業の専任担当の組織を

今後、製販一体となった体制にて強化することで、収益をコミッ

トする組織にしていきたく考えています。また、コーポレートコ

ミュニケーション事業部門では、先んじて本格的な組織化を行

い、既に印刷会社としての枠を超えた総合コンサルティング業

務の受託を担う組織にまで成長し、多くの著名企業のお客さま

からの高いご評価を得ています。

３）商業印刷事業の価値創造においては、ペーパーレス化は加

速化の傾向にあるものの、お客さまの情報発信を支える業務に

はより多様なニーズがございます。当社はこれらをデジタルメ

ディアとの融合による展開力を提案し、さらなる付加価値を向

上させていくことで、コア事業である商業印刷分野の堅持を確

実に行ってまいります。

４）人財を大切にする経営は、文字通り、大切なのは人であるこ

と。多様性のある考え方を奨励し、魅力ある働きやすい職場環

境を構築していくこと、仕事を通じて自身、仲間が成長できる組

織を整備する、そして何よりも、失敗を恐れず新しいことにチャ

レンジできる環境を整備していくことにも注力して参りたく考

えています。

TOP MESSAGE

新・中期経営計画イメージ図

営業エリアの
拡大

事業領域の
拡大

商業印刷事業の
価値創造

人財を大切に
する経営

新・中期経営スローガン

100年企業を目指して、成長分野にシフトし、
収益構造を変える

新たなる成長事業からの
収益創出コア事業の基盤強化

新たな価値創造に
挑戦するための つのアクション4

IPS※事業、パッケージ事業の強化に向けて

本社第五工場を増設

食品や化粧品のパッケージへの
対応が可能に

新たな機会創出に向けて営業拠点を新設

2018年4月開設

新宿支店、
静岡営業所をオープン

　当社の成長戦略事業であるIPS事業、パッケージ事業の生産
拠点である本社第五工場を増設いたしました。これによりお客
さまのニーズにフレキシブルにお応えできる生産能力、また高
い品質を求められる製品にも対応できるようになりました。

　食品や医薬部外品、化粧品の
パッケージングが可能なISO準
拠14644-1、JIS準拠 クラス6～
7のクリーンルームを新設いた
しました。

静岡営業所
　静岡エリアでの新規・深耕営業による
業務拡大のため、静岡市に新たな営業拠
点を開設いたしました。まずは自治体へ
の営業をメインに、特にIPS事業分野の拡
販を展開してまいります。

さらに高度なセキュリティレベルを実現
　静脈認証と暗証番号による入室管理を徹底。人も物も入室を制限する
ことで高いセキュリティを確保いたしました。

最新設備の
導入による
生産能力の向上
　個人情報が記載された複数の
封入物の自動照合が可能な2ch
封入機や、連続帳票を巻紙から
印刷できるプリンタなどを導入
いたしました。

荷物用、人用それぞれのエアシャワーを設置

外部より気圧を高める陽圧装置、
埃が留まらない帯電防止床を採用

※ Information Processing Service

静岡営業所
静岡県静岡市葵区伝馬町24-2
相川伝馬町ビル4階

2018年5月開設 新宿支店
　東京都内、副都心エリアを中心に既存
顧客への深耕営業をはじめ、上場企業を
はじめとする新規顧客開拓を目的に開設
いたしました。特に本社第五工場増設に伴
う設備拡充を武器に、化粧品、医薬部外品
を取り扱うお客さまへの拡販に注力いた
します。

新宿支店
東京都新宿区西新宿一丁目23-1
TK新都心ビル2階

「事業領域の拡大」へのアクション 「営業エリアの拡大」へのアクション

Sun Messe REPORT 201809



４つのアクションプランで新たな価値創造に挑む

　今や、各企業のトップは企業の持続的発展のための新事

業や成長戦略に真剣に取り組んでいます。あの強靭な経営

体制を推進するトヨタ自動車さまでさえ「血みどろの努力」

という言葉を使い、「変革を起さねばならない」と豊田社長

自ら陣頭指揮を執られています。まさにビジネス構造が大

きく変貌していることは明らかであり、当社も例外ではな

く、必死になって生き残りを賭けた事業戦略の立案に取り組

まねばなりません。

　印刷業界を取り巻く社会環境も急速なスピードで変化してい

ます。これまでのビジネス構造が大きく変化し、当社のコアビジ

ネス事業である商業印刷の衰退、また調達材料の価格変動も

先行きが不透明です。

　しかし、当社における価値創造のための資本リソースには、全

国に広がる営業拠点網や豊富な製造設備、そして何よりも多彩

な人財と、そこには大きなポテンシャルと成長性があると考え

ています。当社には、長年培ってきたノウハウと長い歴史に育ま

れたお客さまからの信頼があり、積極的な設備投資による内製

化の充実で『社内一貫生産による一社責任体制』という方針も

確立されています。これまでの商業印刷、ビジネスフォーム印

刷、パッケージ印刷に加え、これからはコアビジネス事業をベー

スに新事業にも積極的に取り組んで参ります。

　その上で、新中期経営計画のイメージ構想として、“100年企

業をめざして、成長分野にシフトし、収益構造を変える”というス

ローガンを設定、さらにはこのスローガンを達成するための直

近における基本戦略を下記の通り掲げました。

　当面、特に平成30年度は、新中期経営のスローガンを達成す

るため、新たな価値創造に挑戦するための4つのアクションを掲

げており、これを愚直に推進していく所存です。

１）営業エリアの拡大では、既に今年の4月には静岡営業所を、

そして5月には新宿支店を新設し、新たなエリアにて拡販体制を

整えています。お客さまの需要の高いエリアに経営資源を集中

させ、人員配置も最適化し、今後は成長新事業とのシナジー効

果を高めていくつもりです。

２）事業領域の拡大では、新成長戦略として専門性の高い組織

力の強化・徹底をします。新たなる成長戦略である４つの新事業

（IPS/PK/CC/ICT）の推進を中心に、これら専門性の高い事業

におけるプロ集団を創り上げていきます。中でも、IPSとパッ

ケージ事業部門の製造体制を整備し、当本社の第五工場を増

設し大型の設備投資を行いました。本事業の専任担当の組織を

今後、製販一体となった体制にて強化することで、収益をコミッ

トする組織にしていきたく考えています。また、コーポレートコ

ミュニケーション事業部門では、先んじて本格的な組織化を行

い、既に印刷会社としての枠を超えた総合コンサルティング業

務の受託を担う組織にまで成長し、多くの著名企業のお客さま

からの高いご評価を得ています。

３）商業印刷事業の価値創造においては、ペーパーレス化は加

速化の傾向にあるものの、お客さまの情報発信を支える業務に

はより多様なニーズがございます。当社はこれらをデジタルメ

ディアとの融合による展開力を提案し、さらなる付加価値を向

上させていくことで、コア事業である商業印刷分野の堅持を確

実に行ってまいります。

４）人財を大切にする経営は、文字通り、大切なのは人であるこ

と。多様性のある考え方を奨励し、魅力ある働きやすい職場環

境を構築していくこと、仕事を通じて自身、仲間が成長できる組

織を整備する、そして何よりも、失敗を恐れず新しいことにチャ

レンジできる環境を整備していくことにも注力して参りたく考

えています。

TOP MESSAGE

新・中期経営計画イメージ図

営業エリアの
拡大

事業領域の
拡大

商業印刷事業の
価値創造

人財を大切に
する経営

新・中期経営スローガン

100年企業を目指して、成長分野にシフトし、
収益構造を変える

新たなる成長事業からの
収益創出コア事業の基盤強化

新たな価値創造に
挑戦するための つのアクション4

IPS※事業、パッケージ事業の強化に向けて

本社第五工場を増設

食品や化粧品のパッケージへの
対応が可能に

新たな機会創出に向けて営業拠点を新設

2018年4月開設

新宿支店、
静岡営業所をオープン

　当社の成長戦略事業であるIPS事業、パッケージ事業の生産
拠点である本社第五工場を増設いたしました。これによりお客
さまのニーズにフレキシブルにお応えできる生産能力、また高
い品質を求められる製品にも対応できるようになりました。

　食品や医薬部外品、化粧品の
パッケージングが可能なISO準
拠14644-1、JIS準拠 クラス6～
7のクリーンルームを新設いた
しました。

静岡営業所
　静岡エリアでの新規・深耕営業による
業務拡大のため、静岡市に新たな営業拠
点を開設いたしました。まずは自治体へ
の営業をメインに、特にIPS事業分野の拡
販を展開してまいります。

さらに高度なセキュリティレベルを実現
　静脈認証と暗証番号による入室管理を徹底。人も物も入室を制限する
ことで高いセキュリティを確保いたしました。

最新設備の
導入による
生産能力の向上
　個人情報が記載された複数の
封入物の自動照合が可能な2ch
封入機や、連続帳票を巻紙から
印刷できるプリンタなどを導入
いたしました。

荷物用、人用それぞれのエアシャワーを設置

外部より気圧を高める陽圧装置、
埃が留まらない帯電防止床を採用

※ Information Processing Service

静岡営業所
静岡県静岡市葵区伝馬町24-2
相川伝馬町ビル4階

2018年5月開設 新宿支店
　東京都内、副都心エリアを中心に既存
顧客への深耕営業をはじめ、上場企業を
はじめとする新規顧客開拓を目的に開設
いたしました。特に本社第五工場増設に伴
う設備拡充を武器に、化粧品、医薬部外品
を取り扱うお客さまへの拡販に注力いた
します。

新宿支店
東京都新宿区西新宿一丁目23-1
TK新都心ビル2階

「事業領域の拡大」へのアクション 「営業エリアの拡大」へのアクション
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TOP MESSAGE

中期経営計画の開示に対する考え

　私が経営トップとして何よりもお詫びすべきは、前年度（平成

29年度）の期中に下方修正を行いながらも最終的にその下方

修正すら達成することができなかったことです。さらに言います

と「VISON2016」という平成26～28年度の中期経営計画を

当社としては初めて対外発表をしたものの、これも未達に終

わった次第です。当時、私は営業本部長を拝命しており、営業の

最前線で陣頭指揮を執らせていただいていた者としても、実に

情けなく悔しい思いです。当然ながら、今後はこのようなことを

繰り返す訳にはいきません。上場会社として期初に立てた予算

を達成することは当然の義務であり、これをマーケット環境のせ

いにしているようではいけません。社長就任の所信表明に込め

た気持ちを忘れずに、経営目標の達成に邁進いたします。

　当社はJASDAQ上場企業であり、東証１部企業でもないの

に、5年も前から統合報告書を発行している意義をよく問われま

すが、この統合報告書の制作を通じて、当社の強みや取り組む

べき課題が少しずつ鮮明になってきたと感じています。しかし一

方ではコアビジネスである商業印刷事業の先々の見通しが実

に不透明な状況下で、いわゆるロールオーバー方式での経営計

画を進めていて本当によいのか？という疑問に直面しています。

おかげさまで当社には約1万人を超える株主さまがいらっしゃ

ることも事実です。社長を拝命した本年からトップギアを入れて

社業に邁進したい気持ちはやまやまですが、曖昧かつ見切り発

車的な経営計画をマーケットに開示するよりも、今一度、すべて

の課題を並べ挙げ、整理し、本当に社会に必要とされる企業と

なるためには何を行うべきか？サンメッセはどうありたいのか？

をしっかり考え、その方針や施策を決めていかねばならないと

思います。

　当然、社内における中期目標は掲げておりますが、上記通り、

目標とする経営指標の対外公表までは、今一度、十分な議論を

重ねていく考えでいますので、来期以降まで非公開とすること

にご理解いただきたいと思います。なお、現時点での課題認識

として、１）新中期経営計画(2017-2019)のスローガンの裏づ

けがまだ具体的でないことと、２）新中期経営計画の先に、当社

のめざす姿のイメージが具体的に協議されていないことが挙

げられます。

　本来であれば、これらをしっかり見い出し、当社の、そして社員

の向かうべき方向性を定め、それをあらゆるステークホルダー

の皆さまに対して自信をもって発信していくべきと認識してい

ますが、今後これらの具体的な議論を着実に進めることで課題

認識と解決策を挙げ、そこにリアリティがあるものを早い段階

でご提示させていただくことをお約束します。 社会になくてはならない100年企業をめざして

　さて、日本国内企業において、国連サミットで採択された

SDGs（Sustainable Development Goals）に大きな関心が

高まり、これはまさに当社も含めて真剣に取り組むことこそが、

今後のビジネスチャンスにもつながるものと考えています。

　今年、創業83周年を迎える当社は、あと17年で100周年を

迎えます。人財を大切にするという中期の経営方針の通り、100

周年の時に当社を動かす人を中心に、どのような会社になって

いたいか。そして今、何をすべきかを考える「100周年事業プロ

ジェクト“サンメッセ・アワード”」の立ち上げや、私自身、ほとん

どが営業組織での会社人生でしたので、製造部門はじめ、当社

のあらゆる部門で働いてくれている社員の皆さんと語り合う機

会として「社長と語る会」をランチョンミーティングとして実施

し、次世代に向けた多くの意見に耳を傾け、そして語りあい、意

志を一つにしていきたく考えています。

　当社は、次の90周年、そしてその先の100年企業をめざし、

そしてさらに次世代に向け、社会に愛される企業であり続ける

ため、持続的発展を推進しなければなりません。まだまだ具体

的ではない当社の７年後の90周年、17年後の100周年にどん

な会社でありたいか？ 真剣に具体的に考えて、描いていきたい

と思っています。

　創業より培ってきた「サンメッセDNA」、そしてコアビジネス

である印刷事業。当社はこれらを基盤に、いつの時代も新しい

チャレンジを続けてきました。当社の経営思想は、まさに「不易

流行」であると言っても過言ではありません。変化の激しい時代

において持続的な成長を続けるためにも、これからも経営の軸

にしていきたいと考えています。当社の未来は明るく、期待でき

るものと確信しています。その実現に向けて、現場の先頭に立っ

て経営に邁進いたします。ステークホルダーの皆さまには引き

続き、ご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
▲方針発表会

▲ランチョンミーティングとして実施している「社長と語る会」
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