
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和60年9月、故郷柳川に、立花公認会

計士事務所を開設して以来、早いもので27

年を迎えようとしています。この間、クライ

アントの皆様のご支援、弁護士、司法書士、

社会保険労務士等といった専門家の方々のご

協力、著名な大学教授、経営コンサルタントの方々のご指導により今日を迎

えることができました。開業時には1件だったクライアントが今では300件

以上ものクライアントの皆様からご支持を頂くまでに発展してまいりました。

それに合わせてスタッフの充実を図り、現在では、協力者を含めますと、公

認会計士3名、税理士6名の専門家を抱え、総勢28名の体制で業務を行っ

ております。公認会計士、税理士以外のスタッフも、ファイナンシャルプラ

ンナー1級など様々な資格を取得し、クライアントの皆様に質の高いサービ

スが提供できるよう努めているところです。 

また、クライアントの皆様の発展、経営者の世代交代、社会環境の急激な

変化により、クライアントの皆様からの課題も、複雑多岐に渡るようになってまいりました。私どもの事務所

では、複数の専門家により多方面の角度からのアプローチが可能です。クライアントの皆様には、今後とも安

心してあらゆる課題についてご相談いただければと思っている次第です。 

従来から、クライアントの皆様に、税務、会計のサービス提供はもちろんのこと、何か違ったサービスを提

供できないかと考え、各種専門家の方々を招き、各種研修会を不定期に開催してまいりました。一昨年からは、

この研修会機能を充実させ、病医院向けの研修会を年10回程度開催しております。（詳しくはホームページ

をご参考ください）加えて、本年9月からは、社会福祉法人を対象とした研修会を開催することとし、本年度

中には、企業の若手経営者の方々を対象に企業経営に必要な会計、税務、経営分析の研修会を発足させる予定

です。その他、公益法人を対象とした研修会の開催等、今後も、研修会機能をより充実発展させていきたいと

考えております。 

一方で、タイムリーな会計、税務の情報提供サービスとして、クライアントの皆様には事務所通信を5月よ

り送付させて頂いています。内容にご不明な点がございましたら、何なりと担当者にご質問いただければと

思っております。 

今回は、タイムリーな税務、会計の情報提供サービスとは別に、私どもの事務所をより一層ご理解いただく

ために、事務所スタッフによる季刊誌第1号を発行することにしました。ご一読いただければ幸いです。 

なお、時には、クライアントの皆様にもご参加して頂き、クライアントの皆様のお考え、経営手腕をご紹介

していきたいと考えておりますので、その節は、ぜひご協力いただきますようお願い申し上げます。 

創刊号の内容  

1 ご挨拶 

2 特別対談 
㈱スーパーまるまつ 

松岡 義一 氏 

   × 

宮木 啓治 氏 

   × 

立花 洋介 

3 共に学んだ立花君を

語る 
高木 安雄 氏 

4 事務所スタッフの近況 

5 事務所紹介 

6 編集後記 

創刊号 
立花公認会計士事務所 
〒832-0824 福岡県柳川市三橋町藤吉 525-1 

TEL：0944-74-1915 FAX：0944-74-1004 

E-mail：info@tachibana-cpa.com  Homepage：www.tachibana-cpa.com 

平成 24 年 7 月 20 日 発行 
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≪松岡 義一 氏プロフィール≫ 

1932 年 福岡県柳川市生まれ 

1948 年 駄菓子屋開店 

1968 年 松岡食品センター開店 

1976 年 有限会社松岡食品センター開店 

2010 年 『㈱スーパーまるまつ』社名変更 

テレビ東京系列『カンブリア宮殿』，日経ビジ

ネス 他多数メディアに出演。 

≪会社プロフィール≫ 

株式会社 スーパーまるまつ 

所在地 福岡県柳川市宮永町 

売上高 11 億 3000 万円（H23 年 8 月期） 

 

 

 

 

 

 
記念すべき創刊第1回目の対談は、柳川市にあります『スーパーまるま

つ』の社長、松岡義一さんです。このスーパーまるまつは各小売会社がし

のぎを削る激戦区にあって、一店舗にもかかわらず地域シェアNo1を維持

する人気店です。たった1店舗のスーパーがこれほど地域の人たちの支持

を集めるに至った経緯に、今回は立花所長、経営コンサルタントの宮木啓

治氏と共に迫ります。 

 

立花所長：以下○立  開業の経緯を教えてください。 

松岡社長：以下○松  新制中学を卒業した時に、左官をしてい

た父親から「何か商売をやれ」と言われたのでむしろ屋

という、かます(注)を売る商売を始めました。それが昭和

42,3年頃にかますがビニールに変わったんです。それで

かますが売れなくなったのでどうしようか悩んでいまし

た。その頃城島によしのやというスーパーがありとても

繁盛していたんです。そこで私はよしのやの社長にどう

したらいいか聞いてみました。そしたらそこは仲卸もし

ていたので自分のところから商品を卸していいと言われ

…そこからがスーパーまるまつの始まりです。昭和44,5

年くらいです。 

（注）藁むしろを二つ折りにして袋状にしたもので、穀物や肥料などを入れるのに用いる。 

○立私の『まるまつ』の最初の記憶はまだ松下電器にいた頃、

同僚に「お前の地元の柳川の『まるまつ』っていうスー

パーにPOS（ポス）システム入ってるだろう？」って言わ

れて。昭和44,5年に開業されて、52年ごろにはすでに

POSシステム入ってたんですよね？ 

宮木氏：以下○宮 その頃は、まだ高かったでしょう？ 

○松そりゃーもう、高かったですよ。バーコードはですね、こ

こ九州から全国に広めたんですよ。私も大阪や東京に使

い方を講演しに行きました。 

○宮じゃあラベルを作る機械も買われたんですか？ 

○松そう、買って、全部作って、商品に貼って。今みたいにバーコードがついてる商品は全然無かった。 

○宮今は全部付いてますからね（笑） 

○松今は楽ですよ！おかげで商品1つ1つどういう風に流れているか全部わかる。 

  

 

スーパーまるまつ 外観 
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≪宮木 啓治 氏プロフィール≫ 

1974 年 一橋大学商学部卒 

1974 年 日本能率協会入社 

1976 年 日本楽器製造 

(現ヤマハ)入社 

1985 年 日本能率協会入社 

1995 年 A.T.カーニー ヴァイス・プレジ

デント 

2002 年 ライトマネジメントジャパン 代

表取締役社長 

2006 年 ライトマネジメントインク エグゼ

クティブヴァイス・プレジデント 

アジア・パシフィック総代表 

現在 ライトマネジメントインク エグゼ

クティブ特別顧問 

○宮しかし、バーコードとお客様はあまり関係ないですよね？こち

らが繁盛している理由は、やはり生鮮ですか？なにか特別なや

り方が？ 

○松生鮮は特別というか、とにかくお客様が欲しがっている商品を

一品一品合わせること。売れないものを売ろうとしても売れん。

ロスがないように、お客様の満足のいくように売っていくこと。

季節・天気・地域の催し物いろんなことを頭に入れて仕入れる。

どういうときにどういう商品がどのくらい売れるのか計算で出

して前年と比較すると、今年もやっぱり同じように売れる。そ

うやって相手に合わせるといい。私達はお客様が神様で、その

お客様に合わせて仕入れて売っていくと、もう簡単じゃ！（笑） 

○立簡単じゃないですけどね（笑） 

○松ポイントカードもこのあたりではうちが一番最初でした。お客

様の便利の良いようにすると、人気を呼んでどんどん普及する。

するとどこのお客様が減ったか増えたか、商品の売れ筋なんか

が全部データでわかる。今はコンピューターが良いからですね。 

○宮データでわかるわけですね、全部。しかし鮮魚は難しいとおっ

しゃいますが、鮮魚はテナントではなく直営でされてるんです

よね？ 

○松鮮魚は競りに行って仕入れないといかんでしょ？そりゃやっぱ

り難しい。鮮魚は専務（息子さん）がもう20年ぐらいしてい

るので任せています。仕入れは朝4時から全部専務自身が行っ

ています。そのくらいしないと無理。やっぱり自分達ができ

ることを他人にさせるのは良いけれど、自分達ができないこ

とを他人にさせると駄目。なんでもそうですよ。 

 

○宮東京の方のコンビニは、いま惣菜に相当力を入れていますが、

このあたりの影響は？ 

○松地域の特徴や季節、お客様の日々の動きに合わせるようにして

いますね。コンビニに関してはあんまり影響ないですね。も

ともとコン

ビニには生

鮮がありませんから。ちょっと手をかければすぐ出来上

がるような簡単に食べられる食品はあるみたいですけど

ね。点数をつけるのはお客様。だから自分の店の客数が

減ったら、競合に負けてるということだから、色々と試

行錯誤しなければいけない。店が流行っているところは、

生鮮の構成比が50以上あるんです。惣菜と精肉と鮮魚

と野菜と 4 つで 50 以上ないとお客様は来ない。それと、

生鮮はですね、値段じゃなしですね、鮮度が命。そこを

間違うとダメ。 

  

 

好評のポイントカード 

 

店内の風景 



 

4 ページ ステップアップ 創刊号 

○宮ほとんどのスーパーは生鮮が弱くなってるんですよ。生鮮が強い

ところが、やっぱり人が入ってくるんですよね。近頃、お年寄り

向けの配送デリバリーサービスなんかも増えていますが？ 

○松他のスーパーの配送業務を見て思ったのは「わ～、これは経費が

かかる！」と。うちなんかはありがたいことにみんな持って

帰ってくれる。でもタクシーで買い物に来て下さった方は、帰

りは私の車で送っていくように指示しています。そうするとお

客様は喜んでくれますね。 

○宮そうですよね。やっぱりその地域地域で対応策は違うんですね。 

○松この辺の大きいスーパーも全部つぶれて、でもあれは、そもそも

つぶれるようになってるんですよ。 

○宮どの辺でそう思われるんですか？ 

○松大きくなってくるとですね、ロス率も増えて、仕事せん者も増えてきて（笑）生産性も落ちる。きちんと自

分の目で見て回れる店舗数でないと。うちも4・5店舗でも10店舗でも増やしてたら、早よつぶれとる。 

○宮やっぱりずっと見てないと、わからんようになるということですよね。 

○松自分の能力なら10店舗ぐらいまでしか見られん。そうするとですね、自分の能力と変わらない人材が育つ

と、チェーン展開できるわけ。自分の能力と変わらん人材が育てば。育つ前に出店するからつぶれてしまう。 

○立なるほどなるほど。 

 

○宮今回一番面白かったのは、やっぱり店舗数を広げたら、結局そうはうまくいかない・・・やはり、これだけ

の蓄積されたデータがあってもダメですか。 

○松自分の目の届く間はよかばってんですね、もう1店舗でいい、何店舗も出すそんな能力はないと。1店舗な

ら赤字は出さないけれど、何店舗でも出すなら赤字が出る。難しいですよ、目が届かないと。 

○立では今後の展望は？ 

○松展望というわけではないですが、常にお客様に満足いただけるようには今後も心がけたいですね。例えば、

全く売れなくて赤字になるような商品で

も、一人でも定期的に購入されるお客様

がいらっしゃったら、データを基に仕入

れて販売していますよ。お客様から尋ね

られた時、置いてないですって言うのが

一番こたえますからね。また最近は核家

族化等も進んで、お客様の層もだいぶ変

わりましたからね。けれど私たちは多角

化をしているわけでもなく1店舗でがん

ばっていますから、これからも様々な

ニーズに応えられお客様に満足していた

だけるような地域に密着したお店を作っ

ていきたいと思いますよ。 

  

 

 

送迎車 

 

対談を終えて 
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慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 

教授 高木 安雄 氏 

 

立花洋介君は2001年4月に九州大学医学部にできた医療経

営・管理学の専門職大学院の一期生である。これは我が国初の

医療マネジメントのビジネススクールであり、教員、大学院生

ともども新しい学問領域を育てて、医療の質と経営の向上に貢

献しようという熱き思いがいっぱいで、立花君は私のゼミで修

士論文をまとめて、修了したのである。 

思い出すのは、『医療サービス論』の講義において、「患者

満足度調査」の説明をしていた時の同じ一期生の医師とのやり

取りである。サービスには診断・治療技術などの「本質サービ

ス」と接遇や雰囲気などの「表層サービス」があり、本質サー

ビスは充実度を高めても満足度の向上はあるところで止まって、

平行線になる。それに比べて表層サービスは充実度を高めれば、

満足度はそれに伴って上昇を続けるという考えを紹介したので

ある。 

これに対して、医師の大学院生が「それはおかしい。本質サービスも最先端の医療を提供すれば満足度

は高まるはずだ。むしろ古い治療技術しか知らない医師のサービスこそ問題だ」と質問してきた。私の回

答は、「それは新しい技術の普及・伝播の話であり、専門家でなければわからない話だ。もしそうなら現

状を論文にまとめてほしい」であり、彼からは後に「講義で質問して自分の考えが取り上げられ、研究を

勧められたのは初めてだ。医学部時代は何をいうのか、間違っていないから覚えろと言われるのがオチ

だった」と感動され、新しい分野の面白さを気づかせる契機になったのである。 

さて、このやり取りを聞いていた立花君は、「先生の指摘のとおりであり、そこは本質サービスを扱う

医師の世界だ。医療専門職でない我々が扱えるのは表層サービスの分野であり、しかも満足度が確実に上

がることを強調して、医療専門職でない者の役割を拡大して述べているのだ」と解説し、応援してくれた

のである。この二人はやがて仲良くなり、一期生の中心メンバーになっていく。 

九大病院のそばに立つ専門職大学院では、臨床・基礎の教授連とも交流して多くのことを学んだが、い

まだ医療専門職者にとって「経営は金儲け」「管理は統制」とネガティブなイメージで受け止められてい

ることを痛感した。この歪んだイメージを修正して、より良き医

療サービスの実現に向けてどのように支援していくのか、立花君

の苦闘は続いているはずである。2005年から慶應義塾大学に転

じたが、病院数・医師数とも全国平均を大きく上回り、激戦区で

ある九州地区の医療経営・管理の課題には関心を持ち続けており、

立花君とのネットワークはむしろ当時より強まっている。医療が

大きな転換期を迎えていることの証拠であり、彼の悩みと忙しさ

は加速しているにちがいない。中央にいるからこそ地方の課題が

見える部分もあり、共に学んだことを共有しながらますますの活

躍を期待している。  

≪高木 安雄 氏プロフィール≫ 

千葉大学教育学部卒業。 

株式会社社会保険研究所「社会保険

旬報」編集部、厚生省専門誌記者クラ

ブ加入。 

平成 2 年 11 月特殊法人社会保障研

究所、平成 5 年 4 月より調査部長。 

平成 8 年 4 月仙台白百合女子大学

人間学部人間生活学科教授。 

平成 12 年 4 月日本福祉大学経済学

部経営開発学科教授。 

平成 13 年 4 月九州大学大学院医学

研究院医療経営・管理学講座教授。 

平成 17 年 4 月より慶應義塾大学大学

院健康マネジメント研究科教授、 

平成 21 年 10 月より同研究科委員

長、現在に至る。 
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☆龍 紀美子（平成8年入社）『文学が好きなのに、ふとしたご縁で数字に囲まれ

ています。ここでは個性豊かな人たちが良い刺激を与えてくれ、そっと支えてく

れます。私は自分にできることにその頂いた力をプラスして、今日も走り続けています。』 

 

☆石橋 隆臣（平成元年入社）『確定申告が終わった後に、ハーブを植え小さな

ハーブ園を楽しんでいます。ステビアをベースにいくつかのハーブをブレンドし、

熱湯に入れて3分間たつと甘くて美味し～ハーブティの出来上がり。これからは

アイスティで楽しみます。』 

 

☆諸藤 大輔（税理士 平成20年入社）『最近、まちなかランニングをやっています。柳川や大牟田などのま

ちなかを、風景を楽しみながら走っています。今年こそは、フルマラソンにチャレンジしたいです。』 

 

私が、立花会計にお世話になって、21年になりますが、当初6,7名でしたス

タッフも今は、総勢28名の大所帯になりました。この間、経済状況の変化、法

律の改正などに対応しながら、常に、お客様の未来への事業の健全な発展をサ

ポートし社会に貢献することを、念頭に置き、明るく楽しく時には厳しく、職員

一同努めてまいりました。これからは、明るく楽しく常に厳しくさらに真摯に、

お客様のニーズにこたえていけるよう職員一同、研鑽を積んでまいります。（文：宗 吉孝） 

○所長はじめたくさんの方の原稿執筆のご協力と、編

集スタッフの方の奮闘により何とか、創刊号の発行

ができました。改めてお礼申し上げます。今後継続

していくためにも、顧問先の皆様、職員の皆様の温

かいご支援を、お願いいたします。（So） 

○鬱陶しい雨の季節も終わりそろそろ夏本番！体調に

は十分気をつけてそれぞれの季節を楽しみたいもの

です。みなさん今年の夏はどのように過ごされます

か♪（eku） 

○社長の商売に対する熱意を感じることができました。

そういった「何か」をお客様に感じてもらえるよう

な新聞を作っていきたいです。（よ） 

○今年もまた夏がやってきま

した。今年の夏こそはビア

ガーデンと花火大会に行きたいと思います。（Km） 

○創刊号なんとか出来ました。私事ですが、秋ごろからまたまたお休みを頂くこと

になりそうです。みなさまには再度ご迷惑をおかけしますが、約1年後にはさら

に大きくなって？戻ってきたいと思います。（コ） 

 
平成 23 年 11 月 1 日より、柳川市三柱神社前 

（旧 藤吉家具 跡）にて業務を行なっております。 

 


