創業 年 ︑
﹁地域共創﹂が旗印

今年１月、創業

周年を迎

え たエステック ホ ールディン
グス（ＨＤ、金沢市）は不動産
の売買・仲介・企画事業に加
え不動産のファンド事業を新
た な 主 軸に地 域 活 性 化の取
り組みを加速させ、着実に業
容 を 拡 大 し て い る。 旗 印 は
「地域共創」。 企業や自治体、
投 資 家 の 思い描 く 未 来 像 を
「不動産の金融化」 という独
自の切り口で見出し、新たな
価 値 を一 体 で 創 造 す る。 高
い専門性に裏打ちされた立案
力 と 熱 意 が 源 泉 に あ り、 時
代が求める変革への確かな答

新しい価値を提供
エステックＨＤは今年１月 日、
創業 年の節目に企業ロゴマーク
を「 」に一新した。以前のロゴ
マークは大地から飛び出すように
不動産の可能性を引き出す意味を
表現していたが、資金、不動産の

る。未来を志向する人と地域に、
新しい時代の新しい「Ａｎｓｗｅ
ｒ」を引き出し、社会的意義のあ
るイノベーションへとつなぐ羅針
盤でありたいと願う。

開放感あふれる社屋
金沢市新神田５丁目の西インタ
ー大通りに面する本社社屋は大き
なガラス張りで彩られる。天井ま
で届く間仕切りのコンサルティン
グルームのほか、オープンスペー
スには、アロマの香り漂う応接・
カフェスペースなども備えられ、
開放的な空間は、おもてなし重視
の設計となっている。
創業した金沢市入江２丁目の賃

エステックホールディングス株式会社

２０１９
（ 平成 ）
年２月に持ち株
会 社 として新たにエステックＨＤが
発足し、
エステック不動産投資顧問、
エステック不動産、
エステックアセット
マネ ジメントの３社を子会社化した。
武 部 勝 代 表 取 締 役 社 長 、資 本 金１
億円。本社は金沢市新神田５丁目５。
年度の取扱運用資産
は約５６０億 円 。営 業
収 益は 億 円 。 年３
月現在の社員数 人。

ニーズが多様化している現状に即

し、常に不動産のあらゆる問いに

最適解を出すという「Ａｎｓｗｅ

ｒ ｉｓ ＥＳＴＥＣ．
（ 答えはエ

ステックが持っている。
）
」という

キャッチコピーを創り、この経営

指針を頭文字の「 」に込めた。

「金融と不動産のコラボレーショ

ン」を主軸に据える同社は、従来

型の不動産ビジネスでは成し得な

かった問題解決を、金融と不動産

を融合したビジネスモデルで実現

する。そこに同社グループの神髄

がある。
社名の「エステック」とは、エ

ステート
（Ｅｓｔａｔｅ）
とテクノ

ロジー
（Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）
に
ちなむ。テクノロジーの進化と時
代の要請を踏まえ、新しい価値を
提供していく基本姿勢が根底にあ

特に同業者より、旧本社に近く
のど

まさに北國銀行金沢西部支店隣の
物件提案があった直後で、喉から
手が出るほど欲しい物件がありな
がら見送らざるを得ない苦しい胸
の内を北國銀行の幹部に話したと
ころ「こんなご時世だから、欲し
いと思う物件が出てくるんだよ。
今が勝負する時。応援するから頑
張れ！」と背中を押された。武部
社長は、その力強い口調に「不動
産屋が不動産の在りようを教えら
れた」と述懐する。従前の不動産
屋からのイメージ脱却を目した新
社屋は社勢の武器となった。相談
件数の急増にもつながり、いち早
くリーマンショックの余波から脱
出することができた。

るという経営理念と合致し、社員

貸オフィスビル３階から本社を現

員が 一人の社員のために努めれ

在の場所に移転したのは２０１０

ば、全てが吉となり、幸福が訪れ

年。メインバンクである北國銀行

全社員とその家族のために、全社

の幹部が旧本社に立ち寄り、世間

とで、一人の社員が顧客・取引先・

えを導きながら次なるステッ
プを歩み始めた。

「おもてなしの心」
を大切にする武部社長
（手前中央）
。変革への道を共に歩む社員たちは活気にあふれている＝エステックＨＤ本社

31

29 22

長流に捉えるのは、地域社会のも

話の途中、手狭になった業務スペ

10

社是の「大一大万大吉」は戦国

ースを横目に本社移転を勧めた。

たちの拠り所とともなっている。

当時はリーマンショック余波のた
だ中であり、契約のキャンセルが
相次ぎ、創業以来、初めて売上が
落ちる憂き目に遭っていた武部勝
社長にすれば、どうしても二の足
を踏んでしまう提案だった。

武将・石田三成の旗印だ。武部社

20
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新時代拓く羅針盤

20

不動産を金融化︑変革に挑む
エステックホールディングス株式会社

4
5

21

社是は「大 一 大 万 大 吉 」
だいいちだいまんだいきち

ロゴマーク一新

支援拡大へ金融と融合、新機軸に

20

.
「答えはエステックが持っている。」

11

ロゴマーク
「 」
を新機軸に打ち出すエステックホールディン
グス＝金沢市新神田５丁目

取材／北國総研

特別企画

エステックＨＤが力を入れる

産を視野に増床計画もできるメリ

期投資を抑えられ、進出企業から

所有せず進出できることから、初

事業を支援する。企業は不動産を

地元資金の集合体によって官民の

得した不動産を貸し出す仕組みで、

の投資を呼び込み集めた資金で取

（ＳＰＣ）
を設立し、投資家からの

手法は案件ごとに特定目的会社

に作り出すかを主眼に置く。その

く、事業者にも有益な商品をいか

融商品も開発し、単に投資ではな

ンドという形式を動産に用いた金

さらに国内で初めて不動産ファ

ットがある。

の賃料が北陸など地元の出資者に
出資と金融機関の融資を受ける。

「ご当地ファンド」は、地元から

還流される。
安く買って高く売る投機的な利益
は求めず、運用期間中に利益を出
して着実に投資家へ還元する位置

売却価格は簿価で対応
加えて一定期間経過後、不動産

家賃の固定化をセットとすること

付けである。出口戦略に簿価売却

動産ファンドも売却のときは入札
で、出資側も株式などに比べて安

の譲渡を簿価で設定できることに

を行い、最も高い値を付けた企
定した利回りを見込めると受け止

という他のファンドにない魅力と

業・団体に売却することが常だが、
め、投資戦略として不動産ファン

大きな特徴がある。本来、どの不

ご当地ファンドは簿価取得という
ドを選ぶ動きが広がる。

も購入できることで、将来の財務

って計画的に下がる価格でいつで

また簿価という毎年減価償却によ

芽生え、地域との融合が図れる。

展開を志す地元企業や自治体の受

者の財務負担を軽くし、積極的な

対象とする。武部社長が「各事業

に加え、自治体関連の設備も投資

同ＨＤは幅広い業種の民間施設

事業者の財政負担軽く

オプション設定が可能である。
このオプションを進出企業が持

計画が立てやすく、進出企業が所
け皿にしたい」と意欲を示すご当

つことで、賃借ながら所有意識が

有のタイミングを計れることから、
地ファンドは着々と実績を積む。

の「地産地消」を地域特化型ファ

利を配当していく。いわば資金面

長期的視野に立った雇用計画と増

資金面の 「地産地消」

ジメントが特定目的会社
（ＳＰＣ）

した後、エステックアセットマネ
西立体駐車場事業を、ここ数年内

共創」の受け皿となり得た小松駅

武部社長は重点に掲げる「地域

小松駅西立体駐車場

線金沢―敦賀開業に向け、小松駅

２０２４
（令和６）
年の北陸新幹
括して行う。

係者との各種契約までの業務を一

査及び管理、駐車場運営者等の関

投資は「オール石川」で編成

周辺では整備が進み、今年３月１
お

は

こ

日には小松駅西立体駐車場 （愛

称・十八番）が完成した。愛称の

応募は７２２通に上り、街に溶け

込む整備事業への関心の高さをう

かがわせた。
ここでもエステックＨＤが小松

市のプロポーザル方式の公募で選

定を受ける上で重要な鍵となった

のは不動産ファンドである。同市

から土地賃借を受け、エステック

不動産が建設から建物完成後の検

ビジョンに掲げる「東アジアにお

けるオンリーワンの投資銀行」に

は、新たな手法で地域支援を図る
Ｗｉ

決意が込められ、芝垣氏は「投資

家と事業者との“ Ｗｉｎ

ｎ”の関係実現を図っていく」と

語る。

昨年４月、名護市の運営する施
設のＵＰＳ
（無停電電源装置）
設備
更新でも同社ファンドの資金を活
用した。その際に融資する銀行、
投資家、施工会社はいずれも沖縄
県内に本社を置く企業で固め、こ
の地でも資金と産物での「地産地

6
出資
融資

⑥出資
⑬配当
⑫元利金
⑦融資
土地所有者

【小松駅西立体駐車場】

ンドとして、将来的には北陸全域

を組成、北國銀行の融資を含め建
での達成を目指すご当地ファンド

事業者
（提案事業者）

⑩賃料
⑤建物賃貸借
④信託受益権

⑧信託受益権・賃貸人地位
アセットファイナンス
小松合同会社
⑧代金
⑪地代

エステック不動産
①土地賃貸借

AM受託者
エステックアセット
マネジメント
③信託設定
②建物請負契約
代金支払い・所有権移転

事業者と投資家の相互利益関係を構築することにより、
経済・社会発展の一助となる

ご当地ファンド事業に適した品

設から建物の管理運営までの資金
形成への一環と位置付ける。もっ

エステック不動産

利用者
出店者

⑨駐車料
⑨賃料

運営者
（提案事業者）
信託受託者
建物施工者
（提案事業者）

アセットファイナンス

で運用する構えである。

約７億円はすべて事業に賛同する
とも、ご当地ファンドを効率よく
円以上を想定しており、今後順次
り次第、一本化した上で本格スタ

事業者と投資家の長期的な“Win-Win”を実現

質と安定性を確保したことを確認

地元企業から出資された。文字通
運用するにはワンロット最低 億

事業主の同社は集めた「投資マネ

事業を行い、累計 億円以上にな

の建設費支払いや運営会社への貸
ートさせる意向だ。

▶案件リスクが限定的

り「オール石川」の枠組みである。
ー」を活用してＳＰＣ構成企業へ
し出しとともに出資額に応じた年

「北陸」特化型の運用に弾み
し、七尾市出身の芝垣知明氏を社
長
（エステックＨＤ副社長）
に迎え
た。日本と東アジアの架け橋を目

アセットファイナンス事業の特徴

小松駅西立体駐車場事業スキーム図
・減価償却後の簿価取引のため簿価利回りは上昇
・案件にとって最適なレンダー選定
（地元金融機関や事業者のメインバンクの活用）
・新規用地情報提供／企画立案（エステック不動産投資顧問）
・施設の開発
（エステック不動産）
・施設の中長期保有
（エステックアセットマネジメント）

唯一の投資銀行目指す
武部社長は２０１９
（平成 ）
年、

指し、国の経済金融活性化特区の

「ご当地ファンド」で地元に還流
台湾など東アジア進出も視界に
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ファンド事業を主軸とするエステ

▶簿価取引
（事業者による将来的な
買取・買戻し時）

・事業者の財務戦略・施設戦略に沿った形での保有が可能
・事業者の決算対策を企図した活用も可能

▶出口の確からしさ

▶北陸圏におけるエステックグループ
による“一気通貫”

不動産ファンドを活用し、地元から事業資金が集められ
た小松駅西立体駐車場
主要なリスクは事業者の倒産、且つ当該施設の急激な
実績悪化

▶インカム収益の長期安定性

30

−

中途解約禁止、賃料減額禁止、変動費（修繕費等）の
事業者負担

▶割安な賃料設定

相対的に低い利回り
（J-REITと同水準）
で資産保有が可能

〜過去10年以上毀損実績なし〜
〜事業者に大きなメリットを提供する稀有な存在〜

〈投資家に〉
“ローリスク・ミドルリターン”を提供

〈事業者に〉
使い勝手の良い“所有”を提供

30

七尾市出身。1997年に東京
大学を卒業後、三和銀行（現三
菱UFJ銀行）
に入行。2006年に
金融機関出身者を主要メンバ
ーとするエス・オー・ダブリューに
転じ、地方を中心とした不動産
証券化などの業務全般を統括。
15年からS．
O．
W．
ファイナンシャル
イノベーション代表取締役を務
め、19年2月にエステックアセット
マネジメントの代表取締役社長
に就任。47歳。

事業は提案者のエステック不動産が中核となって日成ビルド工業
（金
沢市）
に発注、運営は駐車場経営のノウハウを持つ名鉄協商（名古
屋市）
が担当する。

今後の駅周辺の駐車場需要の拡大に向け、従来の市営駅西駐車場の増設を図った。鉄骨
造4層5段（延床面積7745平方㍍）
の収容は397台。北陸新幹線の高架とほぼ同じ高さで、屋上
には運行の見学スペースを備え、
鉄道ファンや家族連れを楽しませる設計となっている。
7

31

ある沖縄県名護市に本社を構える。

芝垣 知明氏

ックアセットマネジメントを設立
エステックＨＤ副社長
エステックアセットマネジ
メント社長

の融資や投資家による、みなし有

価証券買い取りで 億５０００万

円の資金を調達した。白山市は初

期投資がなく目的の駅前駐車場を

整備することができ、財政負担を

大きく軽減できた。フィットネス

クラブなど行政では難しい民間テ
にぎ

ナントも誘致したことで、ＪＲ松

任駅周辺の賑わい創出にも貢献す

るとともに投資家への安定した配

当供給を図っている。

ＪＲ羽咋駅周辺の再開発
羽咋市の中心部が大きく生まれ

変わろうとしている。市では、Ｊ

Ｒ羽咋駅西口の商業施設の跡地を

咋駅周辺賑わい交流拠点」の整備
を進めている。予定地は駅やバス
ターミナルに近く、その立地を生
かして年間２００回を超えるワー
クショップを行ったり、開館時間
を午前９時から午後 時までとす
る方向で調整が進められている。
官民事業体は仕事帰りの社会人も
取り込み、市街地に賑わいを創り
出す構えだ。
この仕掛けを具現化したのがプ
ロポーザル方式で選定されたエス
テック不動産投資顧問を代表企業
とするグループ６社である。行政
側は民間活力のノウハウとネット

を対象とする少人数私募にとどま
以上想定したご当地ファンドの形

2022/2
2021/12
2021/8

2021/10
2021/6
2021/4
2021/2
2020/12
2020/8

2020/10
2020/6
2020/4
2020/2
2019/12
2019/8

2019/10
2019/6

ト

したファンドで、 社が出資、総
額は 億円。金融機関の融資を含
めると２００億円を超えた。運用
期間は５年間の予定で、出資した
北陸の企業からは地域経済の発展
と不動産賃料を原資とした安定的
な分配金収入の獲得につながる取
り組みに期待が寄せられた。

日本初、官民一体の不動産証券化
２００８
（平成 ）
年のＪＲ松任
駅南複合型立体駐車場「マットー
レ」整備事業は特定目的会社を形
成し、国内で初めてとなる官民一
体開発型の不動産証券化事業とな
った。エステック不動産投資顧問
活用して官民連携事業により「羽

定の適格機関投資家を対象とする

取扱運用資産１千億円を視野に
２０１３
（平成 ）
年に登録が完

プロ私募と 人未満の一般投資家

有するエステック不動産投資顧問

る。今後、ＳＰＣに投資家を 人

了した第二種金融投資業の資格を

は信託受益権
（所有権売買に比べ、

不動産取得税の課税がなく、登録

成に向け、
「投資運用業

」の登
免許税が極めて少額）の売買と、

録を目指す。社内にプロジェクト
チームを設け、日本有数の法律事

不動産関連有価証券の媒介ができ
るようになった。宅地建物取引業

務所の弁護士も加わって準備段階

件を展開する。こうし

やホテル関連などの事業

関西圏、長崎、沖縄まで商業施設

国内では青森から北信越、首都圏、

現在、ご当地ファンドとは別に

る。

の企業では極めて異例の形態とな

に入っており、実現すれば、地方

のほか、一般不動産投資顧問業、
投資助言・代理業、第二種金融商
品取引業の４つを登録している不
動産業者は北陸で唯一である。

社内にプロジェクトチーム
ただ、ファンド形態は現在、特

2019/4

消」を実現させた。こうした事業
は自治体が期待する誘致企業の資
金調達のみならす、不動産を持た
ずに進出を図る手段にもなり、企
業を呼び込む上での大きな武器に

ー

位置付けられる。
リ

ＲＥＩＴ事業に意欲
同社は沖縄を東アジアにおける
投資銀行の「ハブ」
（中心地・結
節点）とみなし、今後、台湾を視
野に入れ、次いで香港やシンガポ
ールをターゲットに事業・拠点展
開を目指す。芝垣氏は、台湾の投
資家や富裕層が同社の取り組みに
賛同するなど確かな手応えを感じ
取り、
「日本国内や東アジアで地
域特化型ファンドへの協賛の輪を
広め、不動産投資信託
（ＲＥＩＴ）
事業も視野に挑んでいきたい」と
意欲を示す。

広がる運用、大型施設にも
地元企業 「経済発展に寄与」
エステックアセットマネジメン
トは昨年、石川県内の大型商業施
設関連でも投資事業を展開した。
借地権付き建物を出店企業側に貸
が仕組み作りを担当し、北國銀行

れた企画は１階にドトールコーヒ
ーのカフェと図書・学習スペース、
２階には屋内公園、３、４階には
市民の交流スペースが備えられる

予定である。

全国から視察訪れる場に
拠点整備計画が表面化した後、

複数の事業者から出店の問い合わ

せがあるなど関心が高まり、当初

の構想より商業施設が大型化した。

武部社長は「地方の駅前開発は全

国的にも大きな課題。免許返納で

公共交通機関を使う人が増え、か

つてのにぎわいを取り戻すことは

チャレンジに値する。将来、全国

から視察に訪れてもらえるような

施設にしたい」と強調する。
集客力と滞留力を兼ね備えた再

開発の立案は何度も協議を重ね、
具体案を積み上げていった。少子
高齢化や人口減少など地域が抱え
る多岐にわたる課題が深刻さを増

10

た取り組みによって取扱
運用資産は約５６０億円
に上るまで伸長した。取
扱運用資産１千億円を視
野に入れる武部社長は、
地域発展を願う事業者、
投資家の理解と協力を糧
とし、愚直に歩を進めて
いくことを創業 年の記

8

投資信託の運用委託契約、
その他投資一任契約に基づいて有価証券、
またはデリバティブ
（金融派生商品）
取
9金融商品取引業のうち、
引に投資し、
金銭その他の財産の運用を行う業務。
投資助言・代理業は投資のアドバイスをしても最終的な投資判断は投資家自身が行う。

JR羽咋駅周辺の再開発に向けた交流拠点施設のイメージ図

50

金沢市新神田5丁目5
Tel：076-291-5750

している地域こそ、エステックの

新会社設立以来約3年間で商業施設を中心に累計
約560億円の資産を運用

【金沢支社】

アンサーが必要と痛感し、鉄道の

100

【東京支社】

東京都中央区八重洲2丁目4-6
※5月に移転
新住所：東京都中央区京橋2丁目7-19
Tel：03-6665-0185

利用者増や雇用創出などによって

200

沖縄県那覇市松山2丁目1-12
Tel：098-943-1206

20

17

300

【那覇支社】

16

沖縄県名護市大中1丁目19-24
Tel：0980-43-0620

社】
【本

も中心部の賑わい再生を行政と一

50

市「再生へ民間活力が欠かせぬ」
「投資運用業」の登録目指す

し出し、賃料を得ることを目的と

を進めている。

研究所
（金沢市）
が現在、実施設計

約などの協定に基づき、五井建築

かせないと判断した。業務委託契

ワーク構築が今後の街づくりに欠

④土地賃貸借契約
（民間施設底地）

25

400

⑥引渡し・代金決済（民間施設）
⑤工事発注
（民間施設）
民間施設所有者 エステック不動産

エステック不動産
⑥引渡し・代金決済
⑤工事発注

66

体で取り組んでいく決意を新たに

500

⑧地代
（民間施設）

②設計監理業務
委託契約
①基本合意
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代表企業

エステック不動産投資顧問を中

（億円）

10

念日にあらためて誓った。

20

動産
ホテル等
商業施設

施設管理者

エステック
アセットマネジメント株式会社
中心部に人が回るようにし、経済波及効果を生み出すような仕掛けに取り組む施設運営者の枠組み

する。

資産運用の実績

③施設運営管理業務
委託契約
土地所有者

⑦賃料
（民間施設）

エステック不動産 エステック不動産投資顧問
民間施設所有者

入居テナント
建物設計者

核とするグループが提案、採用さ

557億円
600

建物設計者
施設管理者

施設運営者
施設運営者

特定目的会社を設立して整備されたＪＲ松任駅南複合型立
体駐車場「マットーレ」
0

2019/2

羽咋駅周辺賑わい交流拠点事業スキーム図

【投資運用業】

わが人生、「送りバント」に徹す
恩に報い
「地産・地創」を着実に
金融と不動産を融合した新たなビジネスモデル
を 武 器 に躍 進 す るエステック ホールディングスは
顧客第一を堅持する。 その底流に垣間見えるのは、
グループ３社をけん引する武部勝社長のふるさと
きょう じ

を 愛 して挑 戦 し続 ける 矜 持 と と もに、「 地 域 力 」
の大きさを確信する揺るぎない姿勢である。「わ
が人生は送りバント」 と捉え、地元企業や自治体、
投資家を確実に進塁させることに徹するのが自ら
の役回りと任じる。 創業来の多くの支援者たちの
恩を忘れず、時代の潮流を見据えた 「地産・地創」
の経営理念を着実に形にしていく構えだ。
まさる

発展を怠ることなかれ」
。これは
鉄道技術の草分け的存在で「車両
の神様」と呼ばれた島安次郎氏の
言葉です。失敗から学ぶことも多
くあります。今後も自らの夢を追
いかけ過ぎず、足元からの改善に
重きを置く経営姿勢を貫きます。

「男ぼれ」 する出会い得る
これまで多くの方々に支えられ、
ほ ふく

愚直に踏ん張ってきたと聞く。
武部社長 匍匐前進のような経営
転換を見かねてか、逆に腹の座っ
た、男ぼれするような人達に巡り
合える機会を得ました。心ある方
からの事業紹介に対し「身の丈以
上の仕事であり、無理です」と断
ると、
「何を言っているんだ。俺

前、契約者は「手数料は払わんつ

重ねてようやく許可を得られる寸
大な志が優先し、肩に力が入って

武部社長 起業したてのころは壮

社勢伸長への源になったのか。

ついてもやり遂げるという気概が

一つ一つのチャンスを石にかじり

れるのです。心底有難く、頂いた

前を育ててやる」と引き立ててく

勝氏

もりやったけど、少しなら考えて
いました。だが出足でつまずき、

今日の社業につながっています。

たけ べ

やる」と言い放ったのです。茫然
経験が浅い張りぼて同然であるわ

「武ちゃん」の愛称で親しまれ

武部

道のりではなかったと察する。
自失でした。
「ほんなんなら一銭
が身に気付かされました。
「経営

る。物腰の柔らかさや気配り、場

エステックホールディングス株式会社代表取締役社長

武部社長 創業間もなく、眠れな
もいらんわ」と啖呵を切りました
とは何か」
。問い直す日々でした

を和ます人となりに定評がある。

が応援するからやれ」
「わしがお

い苦渋を味わいました。第１号案
が、後日、とんでもない内幕を外
が、今となっては堅実路線を歩む

武部社長 つくづく思いますよ。

創業から 年、決して平たんな

件で突然、契約を破棄されたこと
部から伝え聞くに及び、再び無念
大きな踏み台になったように思え

ぼう ぜん

が今も鮮明に残っています。難問
が募りました。

所詮通用しませんからね。

人には、私の知ったかぶりなんぞ

す。世の中をきちんと渡ってきた

お客様は確かな答えを待っていま

知ったかぶりや背伸びはだめです。

にはありのままで対応しています。

自分を痛感しているので、お客様

いまだに愚痴っています。こんな

な」と。だから昔の苦い思い出も

の地に住む人たち、企業の出来る

ｏｃａｌ Ｃａｎ」の指針は、こ

金もあります。
「地産・地創」
「Ｌ

す。地元には地の利もあれば、お

ばかりという構図を改めるべきで

消費にとどまる、吸い上げられる

お金の大半が都会に流れ、地元は

ナーシップを結ぶ気概が必要です。

を常に模索し、県外資本とパート

ではなく、地元資本ができること

出したいですね。

もにできる自治体と元気な街を創

し、同じ目標に向かって歩みをと

要です。地方の潜在能力を引き出

てどう対策を講じていくのかが重

義でもあります。原因と向き合っ

れがわが社の狙いであり、存在意

多くの効果を求められますが、そ

自治体からは限られた財源の中で

ん」との危機感が高まっています。

「おらがふるさとを何とかせんな

ます。
「将来を嘱望して、現在の

前とされることでも実は見直すべ

の考え方も聞かれますが、当たり

ているだけです。イノベーション

場ではなく、思いのまましゃべっ

武部社長 講師という大それた立

す。

手法も選択肢にあるように思いま

う「金融の地産地消」による開発

金を集めて地元が運営の一翼を担

私は「 小心者でわらびしい男だ

企業・団体から講師依頼も多い。

わが人生は「送りバント」の連

ことが多くあることを確信するメ

しょ せん

続です。一発逆転のホームランは

「答えはエステックが持ってい

きことが隠されており、改革改善
は身近な所にも多くあることを伝
えています。

Ｃａｎ」の経営理念とは。

り組みます。

（ステップ）
に行くため一意専心取

してくれるお客様が安全に次の塁

ん。無理せずありのままで、期待

にこけましたので、もうブレませ

のです。顧客に寄り添って、時代

願いや要望をわしづかみにしたい

て下さい 」と 直 截に言います。

求めているのは何か、
「全部話し

反響を呼びました。お客様が真に

私の言葉が見出しとなり、大きな

「
『できない』は言わない」という

武部社長 昨年９月の北國新聞に

力し続ける姿勢の表れとみる。

る。
」
。この文言は確かな実績と努

りで守り一辺倒はいかがでしょう

いては県都が衰退します。街づく

わせるのはむしろ当然であり、ひ

経済的な建物でそろばん勘定を合

流の建物を阻む規制があるなら、

います。開発事業者にとって、一

ネックの一因になっていると思

の高さ制限が再開発や発展への

武部社長 金沢市が定める建物

地が更地のままになっている。

解した上で時に負わなければなり

います。必要なリスクも正しく理

ていくのが次のステージと心得て

りません。今後はその御恩に報い

「おかげさま」以外の何物でもあ

実績を上げることが出来たのは、

した。その間、各部門で想定外の

われ、頼ってきた歳月でもありま

武部社長 創業来、人の情けに救

どう思い描くか。

業領域が拡大している。将来像を

うと考えたのは創業期だけ。最初

武部社長 北陸３県、特に金沢の

に呼応した的確な答えを必ず出す。

か。一律規制ではなく、守りたい

ません。私は北陸という地域の未

信用が人、仕事を呼ぶように事

一等地開発は圧倒的に県外資本で

それがわが社の真骨頂だと自負し

街並み軸と新たな街並み軸を決め、

「地産・地創」
「Ｌｏｃａｌ

「地域の力」 を確信

す。土地・建物はもとより、テナ

ています。
武部社長 人口減少や少子高齢化

自治体との協働も増えている。

期に来ています。土地所有者のご

地点に応じて高さ制限を見直す時

との思いを形にしてまいります。

さとに何とか少しでも貢献したい

来を信じています。大好きなふる
−

傾向にあります。時に「それって、
どうなの」と首をかしげたくなり

理解を得られるなら、地元から資

−

など課題山積の中、行政側には

−

ます。何も県外資本を排除するの

ちょく さい

ントさえも地元資本が介在しない

ＪＲ金沢駅前で金沢都ホテル跡

−

−
−

駅前の高さ制限見直しを

ッセージでもあります。

苦い体験が経営方針の見直し、

たん か

とされた白山市内の土地再利用に

堅実路線の踏み台に

1968
（昭和43）
年、
金沢市生まれ。
名城大学理工
学部卒業後、
大東建託に入社。
父の経営する不動
産会社を経て2002
（平成14）
年、
エステック株式会社
（現・エステック不動産投資顧問）
創業。
13年にエス
テック不動産、
19年にエステックホールディングス、
エス
テックアセッ
トマネジメントを設立、
現在に至る。
53歳。

狙いません。気負って打席に入ろ

向けて行政と地道に解決策を積み

20
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−

−

−

−
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11

インタビュー 「社長に聴く」

