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日本でいちばん社会貢献に力を入れている小さな企業の物語 

 

株式会社カスタネット 代表取締役社長・社会貢献室長  植木 力

 

1. カスタネットという会社 
 

私が会社を興すまで 

私の肩書をご覧いただきますと、株式会社カスタ

ネットの代表取締役社長、そして社会貢献室長と書

いております。この社会貢献室、昨今は大企業では

よく見かけるようになりましたが、当社のような小

さな会社で社会貢献室をつくったのは、間違いなく

日本では第一号ではないかと自負しております。 

さて、カスタネットという社名ですが、楽器を販

売しているわけではありません（笑）。お客様（カス

タマー）とネットワークで事業を広げて、楽器のカ

スタネットのように音が響く会社をつくりたいとい

う思いで会社を興しました。私はもともと京都に本

社のある大日本スクリーンという会社に 19 年ほど

在籍し、その社内ベンチャー制度で、2001 年に創業

しました。ただ世間にあるベンチャー制度のように、

身分の保障されている出向型で、事業が失敗すれば

戻れるというものではなく、私の場合は、ベンチャ

ー制度をつくりながら、そこに応募したために、当

時は退職して事業を興しました。現在、わたしは 54

歳でございます。事業を興したのは 12 年前ですが、

それまで営業経験もなければ、商売の経験もない、

全くゼロからスタートいたしました。さらに全く知

らない異業種でのスタートということで、まさしく

ゼロ・ゼロからのスタートでした。親会社からは 140

万円の資本出資をしていただき、あとは自前調達で

した。しかも普通の退職扱いでしたので、通常の退

職金額でした。私が辞めた翌年には早期退職制度が

導入され、私の同期は 2年分上積みされた退職金で

辞めていったという後日談もございます。 

 

 

事業と社会貢献と 

従業員は私を入れて 10 名の、小さな小さな会社で

ございます。事業は皆さんが使っておられる机や椅

子など、オフィスで使うオフィス家具や文房具をは

じめとする消耗品等々を販売している、どこにでも

ある普通の商社でございます。 

企業理念は創業した当初に掲げた「カスタネット

は、いつも社会と共鳴する企業をめざし、社会貢献

と事業がシンクロナイズする姿を追い求めていま

す」ということで、活動を展開しています。創業時

の思いとして、まずビジネスを成功させたい。正直

言いまして、サラリーマン時代は世間以上の年収は

あったかと思いますが、もっとお金儲けがしたい。

でもお金儲けだけではなくて、せっかく事業を起こ

すのだから、社会貢献をしながらということで、活

動を展開していきました。本当にできることから始

め、大きな活動はしていません。1 つは仕事のなか

で、必ず授産施設などに軽作業（DM 袋詰め作業など）

を発注することを前提にしました。そしてもう１つ

は、障がい者のスポーツ大会に 2 つだけ支援をしま

した。その 1つは来月京都である「全国車いす駅伝

競走大会」と、もう１つは「障害者シンクロナイズ

ドスイミング・フェスティバル」です。この「障害

者シンクロ」は、企業理念の「事業と社会貢献をシ

ンクロナイズする」に合わせ、そしてプールの中で

健常者と障がい者が一緒に演技するのを応援したい

という思いから始めました。 

どん底を経験して 

しかし現実として商売はそんなに甘くはありませ

んでした。サラリーマンだった私が会社を興し、社

内ベンチャーとは言え、モノを販売することに関し

ては何も応援がありませんでしたので、１年目に
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3,000 万円の赤字をつくってしまいました。これで

はいかんと、さまざまな活動をし、経費削減を試み

ても、なかなか赤字はとまりません。2 年間で都合

6,000 万円の赤字をつくってしまいました。給与明

細はもらうのですが、現実には入りません。そこで

最後は、小銭をかき集め、生命保険や定期預金も解

約して、会社も自宅もどん底まで落ちました。どん

底の下は 2つしかありません。夜逃げか自殺しかな

いという一歩手前を経験しました。そこから何とか

這い上がってきた企業であります。 

 

2. カンボジアでの支援活動 
 

使わない文房具をカンボジアへ 

結果的には、このカンボジアでの支援活動が、会

社が這い上がる原因になりました。偶然知り合った

方が、カンボジアに学校をつくっておられ、その方

からカンボジアでは文房具が不足していることをお

聞きしたのが、支援活動のきっかけでした。そこで

日本中から使っていない文房具を集め、カンボジア

に送る活動を始めました。文房具が集ったところで、

現地視察を兼ねてカンボジアに行くことにしました。

そこできっかけになった方に「約束通り文房具をあ

なたのつくった学校に贈ったので、現地視察に行き

ます」と電話をしましたら、その方は学校をつくっ

た活動に対してカンボジア政府から勲章を授与され

ることになったそうで、偶然にもその方と日程が合

い、一緒にカンボジアに行くことになりました。そ

して現地では、こんな学校を視察して回ったわけで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

誤訳が生んだ学校建設 

今は、日本からも様々な支援があり、現地にはお

そらくこんな学校はもうないと思います。しかし当

時、私はこの学校の惨状を見て「何とかしたいです

ね」と話したわけです。普通に言いますよね、これ

を見たら（笑）。この時、日本語から英語へ、英語か

ら現地語へと二人の通訳を介して話しました。とこ

ろが帰国してみると、NGO から電話があって「植木

さん、学校をつくることを約束したんですか」と聞

かれたわけです。そりゃあ、びっくりしました。実

は、通訳の間違いで「学校を建てます」となってい

たわけです。この NGO、山崎製パンさんがつくられ

て、きちんと現地に日本人のスタッフがはりついて、

今も活動されているところです。私はそんなつもり

はなかったんですが、現地の方は期待しておられる。

そこで私は東京にある、その NGO に飛んで行きまし

た。「とりあえず私を信じて無利子無担保でお金を貸

して下さい」と 350 万円お金を借りました。もう既

に 6,000 万赤字を出していて、明日が危ない状態で

したので、「もう、いいか」と。今なら真剣に考えま

すが、当時はほとんど誤差範囲という感覚でした

（笑）。最後のはったりみたいな形で、お願いしてつ

くった学校です。 

 

 

 

 

 

 

 

国立小児病院の給食提供活動 

校舎は建ちましたが、国立の小児病院の給食があ

りませんでした。これについては、前述の NGO が中

心となって、日本の様々な団体が支援しており、当

社もトナーカートリッジの売上の 1％を支援に回し

ております。たった 100 円で 1日 3食の給食を提供

することができます。 
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写真をご覧になって、子どもの給食の量にしては

多いとお思いになるかと思いますが、これは小児病

院ですので、付き添いのお母さんと併せて二人分の

給食にあたります。 

 

3. 同じ買うなら、カスタネットで 
 

社会貢献を続けていたら… 

皆さんは、6,000 万の借金をいつ、どうやって返

したのか、気になっておられることと思います。実

はこういう社会貢献活動を続けておりましたら、消

耗品を買ってくださっている会社から、「今度、新社

屋をつくります。そこで使うオフィス家具をすべて

新調したいので、カタログを持って来てください」

という電話が入りました。その社長さんがおっしゃ

るのは、「オフィス家具なので、どこから買っても一

緒でしょ。値段も変わらないでしょ」と。それはそ

うで、どの会社もメーカーから仕入れて販売してい

ますので、同じ商品です。値段にしても、最近はメ

ーカーの価格統制があって、1 ポイント高いか安い

かのレベルなので、あまり変わりません。その社長

は続けて「どうせ買うなら、社会貢献している会社

から買いたいんです」とおっしゃいました。そんな

わけで、受注金額が約 3,000 万円の注文が入ったわ

けです。 

この電話で社内の空気が一変しました。当時、私

はメディアに出て、「これこれ、こういう社会貢献活

動をしています」とピーアールしていたのですが、

横にいる営業マンは冷たいんです。「また社長は自慢

話をしてる」というわけです。でも私はこれが差別

化になると思って活動をしていたわけですが、この

電話から社内の空気が変わって、営業マンが私以上

に社会貢献の活動のピーアールを始めたんです。ど

れだけ良いことをしていても、成果を出さないと、

なかなか従業員はついてこないと、この時は痛感し

ました（笑）。 

まちの中にサポーターが生まれる 

そうこうしているうちに、まちの中の本当に顔も

名前も知らない方が、サポーターになってくださる

ようになりました。企業が不祥事をして不買運動が

起こるのは全国で過去たくさんあると思いますが、

「買いましょう」という市民活動と、その市民活動

のおかげで赤字の会社がつぶれずにすんだというの

は、当社が初めてではないかと思います。口コミは

どんどん広がり、サポーターからはキャラクター等

の贈り物もいただいているという状況が、今でも続

いています。 

 

4. サポーターを広げるために 
そしてさらなる社会貢献へ 

 
町家の無料開放 

そういうご支援をいただいた方々にご恩返しがし

たいという思いと、ビジネスとしてサポーターの輪

を広げたいという思いから、町家を借りて、そこを

交流拠点として活用していただこうと考え、最初は

中京区の町家を借りて使っていただきました。そし

て 3 年前、本社の移転に伴い、南区のほうにその町

家を移しました。今もその南区の方で会合をしてお

ります。 
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さらに昨年の 10 月、下京区の四条大宮に町家を借

り、オープンしようと準備しているところです。今

までよりも広い所で、地域の方の居場所づくりを展

開していく予定にしております。 

日本で一番読まれている CSR 報告書 

 

 

 

 

 

 

 

これは間違いなく日本で一番読まれている CSR 報

告書であると、私は確信しております。ネットで企

業の CSR 報告書を無料掲載するサイトがあるのです

が、管理者から「植木さん、これ、アクセスが一番

ですよ」と言われております。当社以外は全て大企

業です。また、東京で CSR 報告書を無料配布するイ

ベントがありまして、山積みしておりましたら、こ

の報告書がダントツ一番で全員持って行かれてなく

なりました。何回やっても一番になくなるというこ

とです。 

 この報告書、私の戦略なんですが、多くの方が「CSR

報告書は大企業がつくるもので、中小企業はつくれ

ない」と思っておられる。そこであえてタイトルを、

中小企業の CSR 報告書であるとイメージできるよう

に、「小さな企業の CSR 報告書」としておりまして、

この「小さな企業の」というところがキーワードと

して、検索していただいたり、持って帰っていただ

ける誘導になっているのではないかと思います。 

やってきた事と、課題をつまびらかにする 

また、ほとんどの大企業さんが、組織があるため

に、活動していることの良い面だけを連呼していて、

どの程度の規模でやっているのかわからない報告書

になっています。そこで私はあえて、報告書の中に

「これからの取り組みと課題」を掲載しました。こ

んなことができていないということを、あえて書く

ことにしたんです。今出しているのは第二版なので

すが、第一版で「障がい者の方を直接雇用したい」

と書いたけれども、マニフェストは達成しなかった。

それを「達成していません」ということをあえて記

載したということです。また、前回の第一版と今回

の発行までに約 2 年間あったのですが、その間何を

したのかを書くと同時に、どんな課題が残っている

のか、つまりやっている事と課題をきちんと整理を

しました。 

そしてできる限り、どの程度の規模で、いつから

やっているかということを書いています。例えば「全

国車いす駅伝競走大会」。実は途中から大会回数に合

わせて、協賛金も増額しています。ですから今年は

24 回ですので、24 万円振り込む予定です。来年は

25 万円になる予定で、たった 1万円なんですが、実

はこんな中小企業にとって、毎年 1 万円増えていく

のは、意外としんどい金額になっていまして、「この

車いす駅伝が続くか、カスタネットが続くか勝負で

すね」という話をしています（笑）。このようにどの

程度の規模でいつからどのように行っているかをつ

まびらかにしていますので、日本中から「これ、す

ごい」というご感想を寄せていただいている状況で

す。 

 

5. 社会貢献活動の意味 
 

ずっとぶれずにやり続ける 

こういうお話をすると、皆さんから「カスタネッ

トさんはすごいですね」とお声をかけていただきま

す。また営業マンを数百人抱えるような大きな会社

だと誤解をされることが多いです。でも我々の社会

貢献活動は車の両輪として活動していますので、も

のすごく大きな活動をしているわけではなく、単に

ずっと最初から継続しているだけなんです。ある意

味、ずっとぶれずにやり続けているだけということ

です。でもどうも傍目には大きく見えるようで、困

るものですから、こんなチラシを作ってみました。 
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厳しい時だからこそ、社会貢献活動 

また、中小企業の経営者の方にこういう話をする

と、「植木さんとこは、余力があっていいですね」、

「うちなんかお金もないし、人もいないし、時間も

ないし、できないです」と言われます。でも私は「だ

からするんです。今、本当にこういう経済状況が厳

しい時だからこそ、競合他社と差別化するために、

生き残るための一つの“方法”なんです」とお話し

します。ここで言う“方法”というのは、メディア

で紹介されたり、口コミで広がっていったり、そし

て何より従業員のモチベーションが上がるというこ

とです。これは実に大きなことです。 

社会貢献活動と人育て 

人は大きな財産です。ですからこういう活動で財

産を大きくするということです。頻繁にメディアに

出るようになると、従業員が営業に行ってもそうで

すし、友達や親せきからも声をかけられるそうです。

普通は、従業員というのは、それほど愛社精神があ

るわけではありません。経営者ならともかく、一般

の従業員がプライベートの時に、会社の業績など話

さないと思います。でも、「うちの会社はカンボジア

でこんな活動をしています」、「こんな団体に支援を

しています」と言えることが、本人も知らないうち

にモチベーションが上がっているのだと思います。

ですから周りから「儲かっている会社に勤めていま

すね」ではなく、「良い活動をしている会社に勤めて

いますね」と言われることが、モチベーションを上

げる一つのキーワードになっている気がするんです。

私はそこに社会貢献活動の大きな意味があると思っ

ています。 

 


