コロナショックが問う トップのリ

ワタミ㈱

渡邉美樹氏

にあったことで、だから首相の発表があ

Oとしてワタミ㈱の経営に復帰した渡邉美樹

氏。復帰後半年で起こったコロナウイルス禍
は、渡邉氏曰く「戦争でも起こらないほどの

緊急事態」である。しかし、
「だからこそ組

が問われる」と強調する。過去に幾度も経営
織のリーダーの姿勢、企業としての存在意義

てあげた渡邉氏に、この危機にトップはどう
危機を乗り越え、一代で大企業グループを育
立ち向かうべきなのかを聞く。

長い時間軸で見て意思決定しなければい

来に間違いになり、誤りだと思ったこと

けません。いま正しいと思ったことは未

たとえば当社は中国事業の撤退をいち

が正解になったりするものですから。

早く決めましたが、これは長期軸で事業

業に追い込まれて損失が出る状況になり、

を見たうえで出した結論でした。店が休

は３ヵ月以上と予測した。損失が３ヵ月

を超えて累積すると、再開してもとり戻

これがどのくらい続くかを考えた時に僕

すのは難しい。だったらいま撤退したほ

やりたい、そしてやるなら来週からだ、
と言い切れた。そこからは仕入れを見て

った翌朝の７時に幹部を前にして、すぐ

くれ、物流はどうだ、配達する人の手配

うがいいと判断したわけですね。

そのご質問の意図が、僕ひとりでなに

れたことも大きいのではないですか。

できるのは、渡邉会長が経営に復帰さ

企業としてのスピーディな意思決定が

は間に合うかと確認を進め、いけると判
断したところでゴーサインを出すだけで
した。それに、この状況下で機動的に動
けるのは当社しかないという思いもあり
達拠点というインフラ、これを活用して

もかも決めているから、ということであ

ましたね。仕入れ力、物流網、工場、配
社会にどう貢献するかを考えて続けてい

ればそれはノーです。

ういい企業文化ができた。ただ、それだ

る間に、この会社にはボトムアップとい

しているんですね。多面的とは、正解は

そして『長期的』に物事を捉えるように

つに『多面的』
、もうひとつに『根本的』
、

るんだけど、大きな決断をする時、ひと

『思考の三原則』と僕は勝手にいってい

帯の支援策にしても、 万食という膨大

なで結論を出すという形です。子育て世

僕が起案し、それを実行する方法はみん

戻しているんですね。なにをすべきかは

は緊急事態だからあえてトップダウンに

けでは新しいものは生まれないし、いま

そもそも僕は、意思決定は３秒でする

たい正しいんです。長く悩んだって結果

らポンと出た答えであって、それはだい

を。つまり決断というのは思考の連続か

段からずっと考えているんですね、物事

ためにそうするのか、その根本が大事だ

的と手段を間違えてはいけない。なんの

違う見えかたをしますから。それから目

のと横から見るのでは、物事はまったく

ひとつじゃないということ。上から見る

を一斉に考えてくれた。トップダウンと

注文を受けるセクションまでがその方法

を出し、それを受けて工場や配送部隊、

今日中に企画書をまとめてほしいと指示

な弁当の提供をどうすれば実行できるか、

このスピード決定には驚きました。

は変わりません。 万食の無料弁当を子

ボトムアップを組み合わせた形で、みん

50

当を届ける支援策を発表しています。

と決めているんですよ。というより、普

は早くも商品代無料で子育て世帯に弁

参議院議員をやって経営から離れてい

たからこそ出た答えだったと思います。

たが、渡邉会長は意思決定の際にどん

常に物事を考えているというお話でし
安倍首相が全国の小中高校に突然の休

な思考のプロセスを踏んでいますか。
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更した。09年⓺月に社長職を退き、13年から⓺年間にわたって参議
院議員を務めた後、19年10月にワタミの経営に復帰した

校要請を出した２月 日の翌日、御社

代表取締役会長
兼 グループCEO
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ということですね。そのうえでトップは、
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育て世帯に届けることもずっと前から頭
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断固、
戦い抜くというトップの気迫。
危機下ではこれが最後の砦になる

2019年10月に代表取締役会長兼グループＣE

ーダーシップと危機管理力

るでしょう。それでも１年もつだけの体

億円を超える赤字を出し続けることにな

力がある。それだけの時間があればなん

えました。ただ、そういう救済策を示す

でもできるんですよ。だから僕はもうコ

て支払う形にするという会社の決定を伝

しい、そうじゃないなら店を閉めたほう

と見ていらっしゃいますか。

に収束し、外食マーケットはどうなる

これからコロナウイルス禍がどのよう

一方で、戦う気力がある者だけ残ってほ

というのも、経営者は気力で負けたら

ロナ収束後のことしか考えていません。

ることでお客さまも喜ぶ。通常価格８０

終わりなんです。トップにとってなによ

がいい、とも伝えました。

０円のマグロの天盛りを１００円で提供

り大事なのは戦う闘志であり、そこから

緊急事態宣言が５月末で解除になると

しましたが、これは大変好評をいただき

そうすれば生産者は助かり、低価格で売

多面的、根本的、長期的に意思決定する
なが機動的に動いたわけですね。
有事においては、トップの言葉の重み
が平時とはまったく変わってきます。
今回の危機に際して、渡邉会長は社員

いう前提に立てば、６月から営業再開の

くる覚悟です。これは当社のＦＣオーナ

動きが出て、７月から回復基調に戻ると

ーに限らずですね。会社経営をしていれ
ば厳しい状況が必ず訪れるわけで、そこ

見ています。ただ、その段階で回復する

終了しましたが、次に着手したのがテイ
クアウト販売の強化です。当社のから揚

る人間でなければ苦境を乗り越えること

でファイティングポーズをとり続けられ

ました。１週間ほどで予定数量に達して

げ専門店『から揚げの天才』は、この状

にどんなメッセージを出しましたか。
この状況は長引くこと、そして多くの
況下でも売上げが前年比 ～ ％増と絶
好調で、この商品を全店でテイクアウト

ょう。僕は常に中国の状況をウォッチし

その通りで、僕は過去にもっと厳しい

になったといわれる中国でも、そのくら

４割なんです。いち早く経済が回復基調

状況になった上海の回復度合いがやはり

ていますが、日本とほぼ同じような経済

経験をしていますから。和民をはじめた

た教訓でもあるわけですか。

それは、渡邉会長ご自身の経験から得

マーケットはコロナ以前の４割程度でし

外食企業の経営が行き詰まるだろうとい
しワタミが潰れるとしたら、それは日本

を活用
販売することにした。 Uber Eats
した宅配もスタートし、１店当たり１日

はできないんです。

う見通しを伝えました。そのうえで『も
の外食企業の中でいちばん最後だ。そこ

５万～ 万円の売上げを確保できました。

中、その数字は大きいですね。

居酒屋業態の既存店売上げが激減する

どのくらいで戻るとお考えですか。

では、そこからコロナ以前の状態には

に６割程度まで戻ると思います。

月に４割からスタートして、９月か 月

ただ、４月以降は店を順次休業してい

期損失を出した時は個人資産をすべて担

いしか戻っていない。だから日本では７

なメッセージを小出しにするのがいちば

きましたから、売上げ貢献があったのは

保として差し出した。この時に銀行団が

時には資金繰りで後がない状態にまで追

んよくない。トップとしてここまで腹を

２～３週間程度です。でも、どんな状況

言ったことは『渡邉さんが引かないなら

い詰められたし、当社が２００億円の当

くくっているという覚悟を見せ、決断の

下でもできることはある。そのベストの

いや、戻らないでしょうね。戻っても

根拠とゴールを示す。そこからはもう、

らわれわれも引きます』と。それで僕は

ズまで縮小することが前提になる。そこ

屋マーケットは、コロナ以前の７割サイ

でどう収益をあげていくかを考えると、

抜本的な生産性向上しかありません。で

う姿勢を崩さなかったからなんです。
いまの状況が長引けば、当社も毎月

切ることができたのは、つまるところ戦

せいぜい７割でしょう。少なくとも居酒

支援しましょう。でも、そうじゃないな
御社は社員独立型のフランチャイズ
（ＦＣ）展開もしていますが、ＦＣオー

は個人事業主ですから、本部の社員以上

と言ったんですね。当社がピンチを乗り

策を積み重ねることが大事なんです。

それが社員にとっての安心材料になる
わけですね。

ナーに対してはどのようなメッセージ
を出されましたか。

ライザカ』や『和民』などで実施したマグ

に不安を抱えています。だからロイヤリ

リーダーは最悪の見通しをまず語るべき

10

そう。そして最悪の見通しの中でいま
なにができるかを考え、最善に最善を重

いま 人のオーナーがいますが、彼ら

ロの格安提供がそれです。自粛に伴う経

と、そして事態が収束した後に３年かけ

ティなどの本部への支払いを猶予するこ

ねなければいけない。たとえば当社の
『ミ

済活動の停滞によって、いまマグロが大

『いや、絶対に引かない。全株式を出す』

やり切るしかないわけですから。

の政府のように、甘い見通しで中途半端

は、最悪のストーリーなんですね。いま

危機下においてトップがまず語るべき

まで耐える力が会社にあるから安心して

30

ほしい』というメッセージを出しました。
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量に余っている。それを全部買え、と。
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コロナショックが問う トップのリ
すから、すでにＦＬコストからマーチャ
れほどの状況にはなりません。危機管理

るなんて異常です。戦争が起きたってこ

金の会社が１年もたないことが想定され
す。この点についてのご見解は。

そのことについては、われわれも強い

憤りを感じています。

政治にリーダーシップがないし、スピ

構造そのものの見直しに着手しています。

確かにいまの状況では、生活必需品を

また、日常的に利用する外食店以外は、

扱う店以外は不急の存在なのでしょう。

が、松田さん（松田公太氏・タリーズコ

こないだろうと思います。でも、居酒屋

コロナ収束後も売上げがなかなか戻って

と家賃の減免について議論してきました
ーヒージャパン㈱創業者）が発起人とな

ードが遅すぎます。僕も旧知の議員たち

そうして生き残ることができたという事

って『家賃モラトリアム法案』を提言し

れないためにできることはなんでもやり、
実を未来の教訓にするしかないと思いま

じめた。そして人件費については雇用調

をいただいたことがあります。

石井誠二さんから、かつてこういう言葉

『つぼ八』の創業者で、僕の恩人でもある

は断じて不要不急の存在などではない。

すね。

の常識すら通用しないわけですから、潰

ンダイジングに至るまで、各業態の収益
月までにビジネスモデルを根本から変

えて、そこから一気に走ろうということ
です。
居酒屋はメニュー数が多いですし、作
業工程も複雑です。生産性を大きく上

整助成金がある。ところが、外食業のも

たことで、家賃補助の話がやっと動きは

うひとつの大きなコストである原価につ

ない。人を元気にする場所なんだよ』

『居酒屋はただ飲み食いさせる場所じゃ

やはり最後は、戦い抜くトップの気力

それに加えて今回の危機で試されてい

上げが急減している店は仕入れの支払い

いてはなんのサポートもありません。売

いですから、中堅企業は借入れで当面凌

ミットメントラインを設定しているくら

が補助するなどの柔軟な対策を採るべき

を繰り延べできるようにして、そこを国

ナ収束後に、人々にふたたび活力を与え

ネルギーを与えてくれたし、外食はコロ

この言葉が僕にビジネスに取り組むエ

ということでしょうか。

では当然ダメだし、現場の作業改善でで
かだと思います。上場企業でも新たにコ

るのは、金融機関とどうつき合ってきた

げることは難しいのでは。

きる生産性向上には限界があるでしょう。
当社が今年４月にスタートした焼肉の新

る存在になるはずです。現下の危機に立

これまでのやりかたを踏襲していたの

だからこそハードを見直すことも必要で、
業態『上村牧場』はその試みのひとつで

にまったく感じられないのが残念です。

です。外食業を救おうという意志が政治

ち向かうすべての外食人に対して、その

関に救ってもらえるかどうか。それを左

使命を胸に一緒に頑張ろうと強く訴えた

いでいくしかありません。そこで金融機

そして、それ以上に僕が悔しかったの

いですね。

供には特急レーンを活用することで人件

は、外食が『不要不急』の代名詞のよう

す。オーダーにはタッチパネル、商品提

右するのは結局のところ、健全経営をし

に言われたことですよ。

費率を ～ ％に抑えることができる。

プの生活態度。仕事が第一という生活を

てきたかに尽きるでしょう。とくにトッ

「ミライザカ」
をはじめとする
直営全店を休業するまでの間、
マグロの格安提供、テイクア
ウト、デリバリーと売上げ補
填策を次々と打った

居酒屋業態についても、今後はこうした

送ってきたのか、それとも派手な暮らし
を優先してきたのか。それを金融機関が
どう見ていたかで、企業の存亡が分かれ
るでしょうね。危機においてはトップ自
身がどのような生きかたをしてきたかが
問われる。これも今回の危機で浮き彫り
になった教訓でしょう。
休業補償の問題をはじめ、外食業界は

既存店業績推移（対前年同月比）

アプローチによる業態変革が必要になっ
てくると思います。
コロナウイルス禍で企業の危機管理力
がクローズアップされていますが、平
時からの備えという点で、今回の危機
からなにを学ぶべきでしょうか。
もちろん、自己資本比率はこれくらい
だとか、借入れ比率はこのくらいでとか、

売上高
客 数
客単価

非常に中途半端な状態に置かれていま

ワタミ㈱
東京都大田区羽田1-1-3 ☎03-5737-2288
設立：1986年5月 資本金：44億1000万円
売上高：947億円
（2019年3月期）
店数：直営351店 ＦＣ140店（2020年4月末）
従業員数：社員1697人、パート・アルバイト1万3500人（2020年3月末）

企業データ

4月
7.5%
9.0%
82.9%

2020年
2月
3月
101.2% 59.6%
100.3% 60.6%
100.8% 98.4%

1月
106.7%
106.1%
100.6%

2019年
12月
98.5%
98.4%
100.1%

項目

いろいろありますよ、目安は。でも、今

会社概要・近況
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回の危機は度を越えてますからね。無借

「鳥メロ」
「ミライザカ」を主力に46都道府県に計491
店を展開するワタミ㈱。同社のコロナウイルス禍に
おける対応は実に素早く、小中高校の休校要請を受
けた㆓月28日には「ワタミの宅食」で子育て世帯に
商品代無料で最大50万食の弁当を届ける支援策を発
表している。続く叅月16日には弁当を割引価格で提
供する「子育て家族割」もスタートした。

17

居酒屋は断じて不要不急の存在ではない
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