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＜全ては、お客さまの発展のために＞
―まず、御社の歴史をお聞かせください。
創業の経緯からお話ししましょう。当社を
創業した故松宮康夫は兵役を終えて帰国した
後一念発起し、ゼロから当社の前身である
「東京貿易商会」を1947年に設立しました。
まさに現在の本社所在地であるこの場所でバ
ラックの一室を借りてわずか3人でスタート
したそうです。文字通り何もないところから
会社を起こし、最初に手掛けたのが米国向け
に造花を輸出することで、これで経営の基礎
を築きました。その後、米国進駐軍に自転車
を販売し、これも順調に売り上げを伸ばすこ
とができたそうです。松宮はさらに鉄や機械
のビジネスにシフトしていき、日本が経済の
高度成長期に入り基幹産業に発展した鉄鋼分
野に経営の力点を大きくシフトさせ、まず、
当時の八幡製鉄をはじめ高炉6社の鉄鋼メー
カーの輸出指定問屋になりました。

―日本が終戦の混乱から高度成長に移る大変
革期の頃の話ですね。当時から社会のニーズ
を把握し、機敏に動かれ、積極果敢に挑戦さ
れていたことが伝わってきます。
松宮はさらに会社を発展させるために、豪
州、米国、カナダなどから石炭、鉄鉱石、マ

ンガンなどの鉄鋼原料の輸入にも着手しま
した。さらに海運事業にも積極的に進出し、
貨物船やタンカーなど船舶約60隻を所有し、
世界中の海を行き交わせました。ところが、
1987年のプラザ合意で急激な円高となり、
経営面で大打撃を受け、当時多額の債務を抱
えることになりました。しかし、バブル前に
打撃を受けて資金不足に直面したため、他の
企業のようにバブル崩壊による痛手を被るこ
となく、逆に資産売却をバブル期の高値で行
うことができました。また、不断の努力によ
り、損失をミニマイズすることができ、2000
年には財務体質の健全化を実行することがで
きました。

―当時はバブル崩壊で多くの企業が巨額損失
を抱え込みましたが、御社には幸いしたので
すね。
当時の当社は米国、豪州などの自由主義経
済圏に加え、市場としては未開拓だったソ連、
中国、東欧などの共産圏とも積極的に取引を
進めました。しかし、1991年の旧ソ連崩壊に
より大きな損失処理をしました。やはり世界
を相手にビジネスを展開することは決して順
風満帆に行く保証はないということでしょう。
また、70年代にカナダの原料炭鉱山に多額の
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投資をし、日本の鉄鋼メーカー等と長期供給
契約を締結させていただきましたが、その後
のマーケットが悪化し、こちらでも多額の損
失処理をしました。このように当社は幾つも
の経営の波を乗り越えてきましたが、90年代
末期から「トレーダーとして専念するのでは
なく、サプライヤーも兼ねた事業型ビジネス」
という方針を打ち出し、製造業まで含めた事
業買収、事業投資を行いました。また、資源、
鉄鋼分野では思い切って選択と集中により事
業を選び出して実行、同時に機械分野に経営
資源を集中させるというメリハリのある経営
戦略を推進しました。そして2006年に第二の
創業を掲げ、創業の三精神を主軸とした新し
いTB独自のグループ経営システムの樹立を
目指し、事業別に会社を分割することでそれ
ぞれの分野でより専門性を高め、競争力を強
化し、ホールディング会社が全体を束ねると
いう東京貿易グループ連邦経営をスタートし
ました。その結果、多年の目標の一つであっ
た自己資本経営を実現することができました。

＜専門力と総合力の両立＞
―現在の事業概要をお聞かせください。
今は主に五つの分野で事業を展開していま
す。まず、エネルギー機械分野では50年以
上の歴史を持つ東京貿易マシナリー社と東京
貿易エンジニアリング社、および東京貿易メ
カニクス社を中心に事業を展開しています。
当社の経営戦略が明確に表れている代表的な
事業として、ローディング・システムのお話
をしましょう。ローディング・システムとは
流体荷役装置のことで、タンカーから陸上に
流体を揚げるシステムです。流体とは具体的
には原油、LNG、石油製品、化学品などの

液体製品です。当社は1950年代に米国のロー
ディング機械メーカーのFMC社と提携しま
した。これが60年近くの歴史を持つ当社の
中核事業となったのです。1950年代の日本
は海外から原油などの流体を輸入すると港で
ラバーホースをつないで陸揚げしていまし
た。それを金属パイプを使って、ホースと同
じ柔軟性のあるシステムにしたのです。とは
いっても、1950－60年代は1ドル360円の為
替レートでしたから、輸入品は何でも大変高
価な時代でした。

―いわゆる「舶来品」という言葉があった頃
ですね。
ですから当時の為替レート360円時代で
は、米国から単純に輸入して日本に設置する
ことはラバーホースの代替としてはなかなか
採算が合わず、当社は1955年に米国メーカー
の輸入総代理店となりましたが、そのわず
か4年後には新潟鐵工所と提携しFMC社の
技術を使って国産化に踏み切りました。大変
な決断でしたが、結果的にこれが大きな成功
となりました。外国のメーカーと技術提携し
日本で安く製造し、メンテナンスも請け負う
というのは当時としては本当に画期的なこと
だったのです。1960年代末期に日本はLNG
の輸入を開始しました。これがさらにロー
ディング・システムの需要を増大させました。
現在、日本には40 ヵ所のLNGの受け入れ基
地があり、その多くで当社のローディング・
システムが活躍しています。同様に石油、石
油化学業界も原料・製品を液体で輸送してお
り、ここでも当社のローディング・システム
が使われています。今はどんどんロボット化
を進めており、システムのさらなる効率化を
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通じて日本の基幹産業への貢献をより大きな
ものにしていこうとしています。

―お話を聞いていると順風満帆ですね。
いえ、事業展開というものはそう簡単には
いきません。やはり、山あり谷ありの例外で
はなく、2001年に提携先である新潟鐵工所
倒産という思いがけない事態が起こりました
が、当該事業部ラインを引き取らせていただ
き、東京貿易エンジニアリング社としてグ
ループ会社化しました。マーケティング活動
は東京貿易マシナリー社が行っています。ま
た、当社は40年以上も前にLPGを移送する
ポンプを米国から輸入を開始し、現在、東京
貿易メカニクス社が事業を展開しています。
日本では今後、水素ステーションが増えると
思いますが、そこで使われる米国製コンプ
レッサーも当社が輸入しており、輸入、設置、
アフターサービスまで手掛ける体制ができて
います。

＜成長市場で独特の事業展開＞
―他の分野はいかがですか？
自動車分野では40年以上の歴史を持つ3D
測定機の事業を展開しています。グループ会
社の東京貿易テクノシステム社が中核企業で
す。3D測定機は自動車のデザインをする時
のクレイモデルの測定や生産工程におけるボ
ディーの検査で多く使われます。現在、全て
の日本自動車メーカーに納入させてもらって
います。技術革新に伴い、リプレイス需要に
しっかり対応していきたいと思います。ま
た、テービーテックという会社は関連ソフト
ウエアを構築し、自動車工場のシステム運営
に貢献しています。日本の自動車メーカーは

海外工場を多く所有していますので、当社も
米国、メキシコ、英国、タイ、中国に現地法
人を設立し、販売とメンテナンスに万全の体
制を取っています。
15年前から手掛けているのがセキュリティ

カメラシステムの販売・国内でのシステム化
とメンテナンスで、日本ではパナソニック、
三菱電機等大手企業との競合の中でシェアを
拡大しています。ティービーアイという会社
がセキュリティカメラシステム事業を展開し
ていますが、韓国のメーカーからTBEブラン
ドでOEM供給を受け、セキュリティシステ
ムのトータルサービスを日本全国で展開して
います。ご存じのように、犯罪の防止と犯人
の捜査でセキュリティカメラは非常に役立っ
ており、今後の日本の安全に寄与する重要な
事業で、急成長しています。今後、ラグビー
ワールドカップやオリンピック、パラリンピッ
クを控えていますので、さらに増加する需要
にしっかり対応していきたいと思います。

―多様な事業展開ですね。
当社はメディカル分野にも力を入れてお
り、特に血液・尿を測定する自動分析装置を
開発から手掛けていて、東京貿易メディシス
という会社が世界80カ国以上に輸出してい
ます。この血液自動分析装置では日立、東芝、
日本電子など日本のメーカーが世界市場を席
巻していて、恐らく世界シェアは日本メー
カー全体で7割に達するのではないでしょう
か。新興国、特にアフリカ、インドなどでニー
ズが拡大していますが、当社は小型機を中心
に輸出の拡大に注力していく方針です。
また、資材、資源、鉄鋼分野では、それぞ
れの事業の見直しを進めていますが、資材、
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は今後も伸ばしていく方針で
す。20年前に中国の耐火煉瓦メーカーと合
弁し現地に製造会社をつくりました。日本か
ら技術者を派遣し細かい技術指導を行い、日
本の製鉄所で使ってもらえる品質まで向上さ
せて輸入しています。
以上のようにさまざまな分野で専門会社を
通じて事業展開をしていますが、特にセキュリ
ティとメディカルは今後需要が急拡大していき
ますので、製品のクォリティを向上させ、海外
マーケティング力も強化していく方針です。

＜ニッチ市場で突出した存在に＞
―御社の経営哲学と経営戦略を教えてください。
創業者の松宮の言葉に「創業の三精神」と
いうものがあり、これが当社の多くの事業会
社を貫く基本哲学になっています。「困難に
打ち克ち努力する精神」、「開拓者精神」、「全
員経営の精神」の三つです。特に、全員経営
の精神はグループ経営をしている当社の根幹
に置くべき精神で、リーダーがしっかりして
いるだけでは駄目、組織全員でパワーを発揮
せよ、というものです。
ホールディング会社の会長として心掛けて
いることは、「発展のための的確な判断力」、
「スピーディーな決断力」、そして「力強い行
動力」です。
当社の経営戦略のコア・コンセプトは「巨
大市場で力任せのシェア争いをするのではな
く、ニッチ・マーケットで他社にまねのでき
ない差異化を武器に圧倒的なシェアを取って
いく」ということです。自社の規模、強み・
弱みを十分に認識した上で事業展開する市場
を考えていきます。先ほど申し上げたロー
ディング・システムでも、かつては国内にお

いても多数の機械メーカーが競って参入しま
したが、当社より大きな企業が撤退する中で
も粘り強く競争力に磨きをかけて事業を継続
していくとその市場で突出した存在となるこ
とができます。特に港湾でのローディング・
システムは日本のエネルギーインフラにとっ
てオペレーションに絶対に支障が出てはいけ
ない重要施設であり、電力、ガス、石油会社
等への安定供給につながる社会的意義の非常
に大きな、やりがいに満ちた仕事です。絶対
に供給を途切れさせてはいけない、事故を起
こしてはいけないという強い使命感を持ち、
日々の業務とメンテナンスに当たっていま
す。今後もさらなる技術開発を通じてシステ
ムを進化させ、顧客からより高い評価をもら
えるよう尽力していきます。また、ニーズが
増大する海外市場への輸出にも取り組んでお
り、少しずつ結果が出てきています。

―日々のお仕事でご苦労されていることはど
のようなものがありますか？
まだ会長に就任して1年ですが、まずグルー
プ全体の状況を正確に把握・理解することを
心掛けています。企業そのものも、企業を取
り巻く経営環境も日々変化し続けるものです。
ホールディング会社として求心力により統制
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していくことが重要であり、もう一つ重要な
ことは、グループ会社をしっかりサポートし
ていかなければいけません。個々のグループ
会社は独立した法人であり、トップを含めた
全社員がモチベーションを高く持って仕事を
することが最も大切なことです。そのために
ホールディング会社は何ができるか、という
ことに強い意識を持って経営に当たっていま
す。今後もグループ経営の基盤づくりと攻め
への転換に注力していきます。グループ内の
風通しを良くして成功も失敗も共有した上で、
それを糧にしてまた前進していく、そんな前
向きの企業グループにしていきたいですね。

―趣味や健康法を教えてください。
趣味はゴルフで40年以上やっています。気

分転換と健康管理に良いのでこれからも続け
ていくつもりです。変わったところでは、最近、
アコースティックギターを習い始めました。私
が中高生だった頃に熱中したビートルズの曲
を中心に練習しています。普段使わない指先
を使うので大変良い刺激になりますね。自宅
近くに大きな音楽教室があるのでピアノにも
挑戦したいと思っています。健康法としては
土日にしっかり眠ることです。私くらいの年に
なると同年代の人は朝早く目が覚めてしまっ
て困るという人が多いのですが、私はそんな
悩みとはまったく縁がなく、若者と同じくらい
しっかり眠ることができています。寝るのは
体力が要るという話も聞いており、まだまだ
体力はしっかりあるなと自負しています（笑）。

―座右の銘は何ですか？
「継続は力なり」です。しっかり判断し、
決断したことを力強く、粘り強く継続してい

く。執念を持って継続して打ち込めば何らか
の良い結果が生まれるものです。若い人にも
伝えていきたいですね。

―最後に日本貿易会へのご要望やご期待をお
聞かせください。
2013年から日本貿易会が開催している「経
営塾」には毎回、当社の若手・中堅社員も参
加させてもらっています。大手商社の社長経
験者のお話を直接伺うことは大変貴重な体験
であり、他社の同年代の皆さんとの交流の機
会も頂いていますので、参加した社員からは
感銘を受けた、有意義だったという感想を聞
いています。これからも参加者を出していき
ますので、ぜひ「経営塾」の継続開催をお願
いしたいと思います。また、当社は社員が世
界各地を飛び回っていますので、頻発するテ
ロ活動を非常に心配しています。日本貿易会
には治安情勢を含めたグローバルな現地情報
を届けていただければと願っています。

―本日はどうもありがとうございました。
（聞き手：広報・グループ長　木村昭）JFTC
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