
車の整備士の夢を断念し一般
企業に就職。しかし車への想
いを捨てられず、大手メー
カーのディーラーへ転職。
社長は元々鹿嶋市のご出身だった
のでしょうか？幼少期のお話をお
聞かせください。
大田－私の両親は山口県萩市の
出身で、父は大手製鉄メーカーに
勤務するサラリーマン、母は看護
師でした。幼少期は父の会社の関
係で大阪に住んでいましたが、私
が6歳の時に父が転勤となり、家
族揃って茨城県の鹿島町（現：鹿
嶋市）に引っ越して来ました。

自動車業界に入られたきっかけ等
についてお聞かせください。

大田－子供の頃から車が好きで
中学卒業と同時に自動車の整備士
になろうと考えていましたが、中
学の卒業時期になると、親の進め
におされ、水戸市の私立高校に進
学、三年間の寮生活を過ごしまし
た。高校卒業後は地元の鹿嶋市に
戻り、父の勤務していた大手製鉄
メーカーの関連会社に就職しまし
たが、4直3交代8時間の工場勤務
となり、「これが本当に自分のやり
たかった仕事なのだろうか？」と
自問するうち、元来の車好きの想
いが再燃しはじめました。
　その頃、神栖町(現：神栖市)に
大手自動車メーカーのディ－ラー
がオープンするという話が持ち上
がっていました。営業マンを募集
しているとのことで、私は思い切っ
て４年10 ヶ月勤務した会社を辞
め、平成3年2月にそのディーラー
に入社しました。それが自動車業

茨城県内の自動車新規登録台数の推移
は平成27年度以降微増で推移してお
り、景気は回復基調にあります（「茨
城県自動車販売店協会」）。しかしなが
ら、車両販売をはじめとする自動車関
連業者を取り巻く経営環境は引き続き
厳しいものがあり、営業力の一層の強
化や経営戦略の再構築を余儀なくされ
ている企業も多いと思われます。そう
した中で、今回は地元と密着し、地域
に根ざした事業を展開しつつ、ここ数
年増収増益を続けている企業を紹介し
ます。業歴はまだ20年に満たないな
がら、豊かなバイタリティーで企業を
牽引する有限会社オートガレージオオ
タ（本社：茨城県鹿嶋市）の大田社長
に、会社の設立経緯、事業内容、特色、
今後の展望についてお聞きしました。
聞き手　弊社社長　茅根　務
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界に入ったきっかけです。

ディーラー時代に車の販売営
業に関するノウハウを習得、
独立への基盤を固める。
ディーラーではどのような仕事を
されていたのでしょうか。独立し
て会社を創業されるまでの経緯に
ついてお聞かせください。
大田－当時、私は23歳で、これ
から整備士の資格を取得するには
遅いと考え、ただ大好きな車に触
れられるという理由だけで、ディー
ラーに入社しました。最初の6年
が来店客をターゲットとする直販
営業、後半の3年が業者向けの業
販営業で、入社以降9年間、ずっ
と新車販売の営業だけに専念して
いました。
　業販営業時代は鹿行地区の自動
車関連業者、約80社を担当し、年
間180 ～ 190台の販売実績を上げ
たと記憶しています。直販の営業
マンの実績が平均で年間100台程
度ですから、通常の2倍近くの実
績を上げていたことになります。
　当時担当していた整備工場は車
の修理や整備に特化しており、職
人気質の熟練整備士の方が大半で
販売経験はほとんど無く、私が最
終ユーザー向け新車販売の営業を
代行していました。販売の傍ら、
整備士の方々からは車に関する
様々な知識や情報を提供していた
だき、日々の販売営業の中で大い
に活用させていただきました。学
生時代からの夢であった自動車業
界に飛び込んで、自分が販売営業
に特化すれば確実な売上実績を計
上できるという手応えを感じ、31
歳の時に独立を決意いたしました。

家族の支援が得られ独立。中
古車6台からスタートし、1
週間で20台の販売実績。
当時のご家族の反応はいかがだっ
たのでしょうか。開業当時の様子
についてお聞かせください。

大田－父は、最初は独立開業に
反対でしたが、私が会社を辞めて
不退転の決意を示したことで最後
は応援してくれました。
　事業は31歳の3月、平成11年の
3月に私とパート社員1名の計2名
でスタートしました。その年の7
月に結婚し、妻も事務員として私
を支えてくれ、3名で約4年間営業
しました。自宅を事務所としてい
ましたが、車の展示スペースが確
保できずに困っていたところ、父
が「庭を潰して車を置いてもよい」
と、救いの手を差し伸べてくれま
した。展示車両を6台確保しまし
たが、資金不足のために自己資金
で調達できたのはわずか3台で、
残りの3台は知人からの借りもの
でした。
　販売車両の平均展示台数は5～
6台で全て中古車でしたが、ディー
ラーでの営業マン時代は取扱いが
5車種程度に限定されていました
ので、一つのメーカーに縛られな
い車種を扱える新中古車販売に魅
力を感じました。開業当時はディー
ラー時代に習得したノウハウも全
て駆使し、1週間で20台以上の販
売実績を計上しました。
　しかし、創業時の資金はわずか
100万円足らずと僅少で、全ての
お客さまに先払いの現金決済をお
願いした結果、オープン後わずか
2週間程で約2,000万円の手元資金
を確保できました。当社を信用し
て頂いたお客さまがいたからこそ
無事にスタートできたのだと、感
謝の気持ちで一杯です。

時代の流れと顧客ニーズを的
確に捉え、事業内容の拡大を
推進。
好調なスタートでしたが、その後
も順調に業績が推移した背景は何
でしょうか。また創業後、困難な
時期はなかったのでしょうか？
大田－やはりディーラー勤務時
代に自動車販売に必要な営業スキ
ルを習得できたことが大きかった
と思います。当時、勤務していた
ディーラーが扱う大手自動車メー
カーの創業者に魅力を感じ、社員
が頑張って働きたいと思わせるそ
のメーカーの企業風土に憧れてい
ました。そこから、営業には、自
分にできる最高のパフォーマンス
と誰にも負けない独自の手法の確
立が必要であることを教えられま
した。また、「ただ売るのではない。
ただ儲けるのではない。」という経
営方針にも共感しました。現在の
自分の経営スタイルには、ディー
ラー時代のそうした経験が生かさ
れています。その結果、業績があ
る程度順調に推移することができ
たのだろうと思います。
　ただ困難な時期が一度だけあり
ました。独立して10年目に赤字
になり、税理士からは「資金繰り
は問題ないですよ」と言われまし
たが、自分の甘さに気付かされま
した。私は、単純に「お金が手
元に残って、売上が伸びてさえい
れば黒字」という間違った認識を
持っていました。今では苦い思い
出ですが、それ以降、セミナーへ
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の参加等を通じて財務・会計のス
キルアップを図り、今では月々の
データチェックは欠かさず行って
います。

事業内容の拡大やきっかけ等につ
いてお聞かせください。
大田－私はディーラーの営業時
代から「車を売るためにはいいモ
ノをどう説明するか」ということ
をテーマに考えてきました。その
結果、新車販売に至る業務フロー
として、まずはお客さまを来店誘
導する、そこでお客さまが新車購
入を希望されなくても、次に、そ
の時乗っている車の6ヶ月点検を
受けていただく、更には車検を受
けていただく、そして最終ステッ
プでは新車を買っていただく、と
いう小さな成功体験の蓄積が必要
だと考えました。
　また、人は必ず大・中・小、取
り混ぜて10年に1度は何らかの事
故を起こすと言われており、その
際にどの業者に車の修理を依頼す
るのかがポイントだと考えました。
いずれにしてもお客さまとの接点
の確保が重要で、最低限、年に1
度のお客さまへの連絡を欠かさず
実行していけば、有事の際は必ず
当社を指名して頂けるという発想
から、まずは車検を、次に修理を、
更には洗車・板金塗装へと少しず
つ事業内容を拡大していきました。
これらは全て車の販売につながる
事業に育っています。
　今では、大手ディーラーにも負
けない機械設備と人材が揃ってい
るという自負があります。確かに、
大手ディーラーには見習うべき点
はありますが、当社は同業者間の
情報交換を密にしながら協力関係
を築き、同業者とともに成長して
いきたいと考えています。

店舗数や各店舗の特色等について
お聞かせください。
大田－現在、全部で3つの店舗
を保有しています。まず、1店舗目
が地域密着型の整備工場をコンセ
プトにした港ケ丘本店です。2店
舗目は国道沿いの、敷地面積1300
坪、最大150台の展示が可能な車
両販売部門の旗艦店、谷原鹿嶋店
です。3店舗目は首都圏のフラン
チャイズ店をイメージし、顧客接
点のきっかけ作りをコンセプトに
したケアーズ鹿嶋店です。この店
舗にはセルフ洗車機、手洗い洗車、
コーティングの他、板金水性塗装
工場を完備しています。

震災が転機。人材の確保・育
成を中心とする人事戦略を展
開、社員の定着とスキルアッ
プを図る。
人材の確保・育成について留意さ
れていること等がありましたらお
聞かせください。
大田－人材の確保については最
初の10年間、即戦力を期待し中途
採用に特化して募集を行いました
が、社員はなかなか定着しません
でした。
　その後転機となったのは、平成
23年の東日本大震災の時です。谷
原鹿嶋店は海に近く海抜2メート
ル程、津波により車両展示場の半
分が水没するという大打撃を受け
ましたが、何とか全滅だけは免れ
ました。ところがほっとしたのも
束の間、次の日の朝、今度は社員
が出社して来ないという事態が発
生しました。各社員の家が多少な
りとも被災しているのですから、
考えてみれば出社できないのは当
然です。それまでは「商品さえあ

れば売れる」という営業面での大
きな自信と、それを裏付ける実績
があったのですが、「社員も顧客も
いない」という事態は12年間の業
歴の中ではじめて直面する深刻な
問題でした。事業におけるヒト・
モノ・カネのバランスの大切さを
再認識させられ、本当に会社が潰
れるのではないかと不安で眠れな
い夜が何日も続いたのを覚えてい
ます。
　そこで震災後は長期的観点から、
先ずは現役社員の定着を図るため
安定した雇用の確保を、次に新た
な人材確保のため高校生の新卒採
用を検討しました。12月に募集チ
ラシを入れると早速12 ～ 13人が
面接に来社しました。しかしなが
ら、その年を含め、3年連続、新
規採用した社員全員が1年足らず
で辞めてしまう事態となりました。
私はその原因について考え、悩み
続けていたのですが、2 ～ 3年経
過してようやく気付きました。私
はこれまで自分一人で全てのこと
に対処しクリアしてきたので、当
然、社員も一人で対処できるだろ
うと勝手に思い込んでいたのです。
私が要求するスキルと各個人のス
キルのギャップに気付かなかった
のです。私は、「採用した社員が自
分の子供だったら本当にすぐ辞め
させてしまうのだろうか？」と改
めて自問しました。即座に「絶対
にそのようなことはしないだろう
な。」という結論に至り、早速、研
修体系をはじめとする人事制度の
再構築に着手しました。
　まずは毎年4月1日に入社式を実
施するとともに、現場に配属の前
に1ヶ月間の新人研修を導入しま
した。今ではすっかり定着し、平
成27年には研修所も新設しました。
また、職場においても風通しが良
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く、コミュニケーションが取りや
すい環境づくりに努めました。現
在では新卒採用者の定着が図られ、
中堅社員となって目覚しい成長を
遂げた者もいます。
　確かに新卒者を「ゼロ」から育
成するのは大変ですが、会社の将
来を考えての先行投資だと考えれ
ば問題ありません。平成23年以降
は鹿嶋地区の全ての高校へ定期的
に訪問し、会社案内の交付等を通
じた募集活動を継続しています。
こうした活動が実を結び、今では
新卒者の採用は順調に推移してお
り、直近の4年間で19名を採用し
ました。新採のうち2名は離職し
ましたが、総社員41名のうち半数
近くは新卒者が占めており、平均
年齢も32歳と若さあふれる社員構
成になりました。

営業活動と並行して地域貢献
活動にも注力、地域と企業を
盛り上げる。
地域への貢献について具体的に実
施されていることがありましたら
お聞かせください。
大田－私は10歳の時から柔道に
取組み、高校には柔道の特待生と
して入学しました。高校の時のイ
ンターハイの団体戦では先鋒とし
て活躍した経験もあり、子供達の
柔道指導を行っています。また青
年会議所や地元消防団の活動経験
を経て、現在は鹿島ライオンズク
ラブに加入しています。鹿島神宮
のお祭りは有名ですが、地元を盛
り上げる意味で会社を挙げて積極
的に参加しています。3月に祭頭祭、
9月には神幸祭という大きな二つの
例大祭があり、10数団体が参加し
ていますが、当社も大人50名、子
供50名の計100名程の1団体とし
て、当社の創業と同じ平成11年か
ら毎年継続して参加しており、地
域活動を支援しています。

メインの車両販売を中心に総

売上高10億円を達成。
事業部門別の売上等についてお聞
かせください。
大田－平成29年7月期の売上高
ですが、売上高は9億6千万円で、
うち約5億円が車両販売によるも
のです。残りの4億6千万円は車検・
整備と板金塗装等、整備部門の売
上高を合計した金額になります。
その他、保険取扱いによる売上高
が1億円の大台にのり、合算する
と10億円を超える総売上高を計上
できました。

現在、特に力を入れている事業が
あればお聞かせください。
大田－まず、新車の購入を検討
しているお客さまには「ハーフ
マックス」というローンをご案内
しています。価格の50％を残価設
定できるので、無理のない返済計
画で新車を購入していただくこと
が可能です。また車の整備に関し
ては、当社は「ロータスクラブ」
という自動車整備業界最大の組織
の厳しい審査基準をクリアしてい
ますので、整備技術には自信を持っ
ており、是非、お任せいただきた
いと思います。
　それからエコ事業の観点からは
「リユース部品」や「リビルト部品」
の利用を通じて環境問題にも積極
的に取り組んでおり、お客さまの
ニーズに合わせた修理やメンテナ
ンスを心掛けています。エコの観
点からはもう一つ、太陽光発電を
早くから導入しています。太陽光
発電の設備投資を積極的に実施し、
売電による経費節減を実現してい
ます。

「人」を大切にした組織作り
に注力。目標は親子二世代が
同じ職場で働ける企業。
御社の経営理念についてお聞かせ
ください。
大田－経営理念は、平成26年の
１年間草案を練り、平成27年4月

に制定いたしました。
　まず一つ目に「全社員の物心両
面の幸福を追求」ということを掲
げました。「会社の利益」と「社員」
を比較した場合、やはり重要なの
は「社員」だと考え、最初に社員
の物心両面での幸福を掲げました。
やりがいのある明るい職場と、温
かくて楽しい家庭があれば、会社
にいても自宅にいても社員は常に
幸福に満たされる、そのようなワー
クライフバランスの構築を目指そ
うと思いました。
　そして、二つ目は地域社会との
共存共栄、三つ目は永続する企業
を掲げました。
　また、以上、三つの理念を実現
するための行動指針を、社員に対
し、よりわかりやすく示しました。
　一つ目は、まず、お客さまに対
して私達がやるべきことは車を通
じた「安全」「安心」「快適」の提
供だと考えました。
　二つ目は企業の発展と共に地域
社会に貢献していく、という理念
です。地域に貢献するためにも利
益を確保することは重要で、獲得
した利益を地域に還元していこう
という意味です。
　最後の三つ目は、個人の能力は
それぞれ違うので、お互いの能力
を結集し協力していこうというこ
とです。
　企業は「人」であり、強くて元

茅根　務  社長
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気な組織作りのためには「人財」
の確保・育成が重要です。社員に
は定年まで働いてもらい、その社
員の子供と親子二世代が同じ職場
で働ける企業を作ることが私の目
標です。

永続する企業を目標に、ビジ
ネスチャンスを模索、今後
10年で更なる飛躍を目指す。
今後の展望についてお聞かせくだ
さい。
大田－私達は車に対するサービ
スでは誰にも負けないという気概
を持って日々の業務に取り組んで
います。ＥＶやＡＩ等の技術革新
が進む中、近い将来、間違いな
くエンジンは過去の遺物になるで
しょう。しかし、エンジンがモー
ターに変わっても、ＡＩが運転を
代行するとしても、車は道路を走
行するものであり、その機械の整

備には人が不可欠です。自分達が
率先して先端技術を習得し、お客
さまのニーズに応えることが私た
ちに課せられた使命であり、そこ
に新たなビジネスチャンスが発生
する可能性もあるでしょう。常に
業界動向を注視しながら、自己研
鑽を継続すれば、企業の継続は十
分に可能だと信じています。　
　私は社員の力を信じています。
ただ、目先のことだけに私が固執
しては社員も疲弊してしまうので、
福利厚生面の充実や職場のメンタ
ルヘルスに留意しつつ企業経営を
継続していきたいと考えています。
　先日、研修でニューヨークに行
く機会がありまして、「カーシェア
リング」や「ニューモビリティー
サービス」を実体験してきました。
そこで、私は、ビジネスチャンス
は着眼点を変え発想力次第でいく
らでもあることを痛感しました。
また、常陽銀行主催の若手経営者

向の経営塾にも参加させていただ
き、異業種の方々との交流を通じ、
大きな刺激を受けました。
　これからのビジネスチャンスを
ものにするには「人財」の確保が
必要であり、そのためには働き甲
斐のある、魅力的な職場づくりが
不可欠です。社員一人一人を目的
に沿って育成し、目標を目指して
成長させた結果、経営効率が高ま
り、社員の成長と企業の成長が互
いにリンクしながら飛躍していけ
ればと考えています。
　今年度中には神栖市内に4店舗
目の出店を計画しており、5店舗
目の出店用地も既に確保しました。
　私は本年51歳になりますが、当
社の企業理念を旨に50歳の時に
立てた目標である、100名の社員、
10店舗の経営を目指し、売上高
100億円、利益10億円の社員にとっ
ても夢のある事業を展開していき
たいと思います。

「車に携わる仕事がしたい」という夢を追い続け、工場
勤務から車のディーラーに転じ、大田社長自らが会社を
立ち上げたのは、31歳のときでした。ディーラー時代の
営業実績は素晴らしく、取引先の整備工場の販売支援を
行うなど、他の営業マンの追随を許さない２倍の実績を
挙げたということでした。
時代背景はバブル崩壊により日本経済が低迷し、丁度
日本人が自信を失っていた頃と重なります。独立時期も
景気の底に近いときであり、大田社長のご苦労は並大抵
のものではなかったはずです。
しかしながら、大田社長が事業の壁にぶち当たった際
のお話の中にも、世の中の景気低迷に対する言及はなく、
事業を絶えず前向きに捉え、現状を更によりよくしたい

という不屈の精神に大変感銘を受けました。
一方で、大田社長には自らの判断に対する間違いは潔く
認め、大胆に軌道修正を図るなどの経営の柔軟性も見られ
ます。社員を家族のように大切に扱う気持ちの温かさから、
社員の定着率も飛躍的に向上し、訪問した際も働く現場は
若い社員の活気で溢れていました。
当社は、来年創業20周年を迎えます。鹿島神宮の例大
祭への参加も丁度20周年を迎えるそうで、平成31年は地
域と共に成長してきた当社にとっても大きな節目の年に
あたります。
社長の頭の中では、事業拡大に向けての新たなシナリ
オ作りが着々と進んでいるようで、当社の更なる飛躍の
舞台に期待が持てる取材でした。 （茅根記）

取材を終えて

有限会社　オートガレージオオタ　代表取締役　大田　勝彦
会社概要

本 　 社
電 　 話
創 業
設 　 立
資 本 金
業 種

事 務 所

従 業 員

〒314-0011　茨城県鹿嶋市港ヶ丘1-1-34
0299-94-3335
平成11年3月
平成12年8月
1,000万円
自動車に関する販売、整備、板金、保険、洗車、
コーティング、レンタカー
港ケ丘本店　　　　　（TEL　0299-90-7799）
谷原鹿嶋店　　　　　（TEL　0299-85-0123）
ケアーズ鹿嶋店　　　（TEL　0299-85-2255）
AGO臨海研修センター（TEL　0299-94-2235）
41名

本　社
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