談できるサイトの運営を行っていますが︑
本格的なＩＴ化という意味では︑今年の
４月から開始する﹁遠隔医療﹂事業が柱
になりそうです︒現在は地方で医者が不
足しており︑その結果︑満足な治療が受
けられず地方の方の寿命が東京よりも縮
まっているという現状があります︒しか
し実際には顕微鏡を覗いて診断するなど︑
別に現地の医師を必要とせずに東京など
の遠隔地からの治療でも対応できるので
す︒今までの当社は︑事業内容も医療以
外のものも多く︑企業としても資本をた
めてきているフェーズでした︒ただ今後
は︑これまでためてきた資本をどんどん
医療事業に投資し︑これら遠隔医療など
を通じて国に貢献していきたいと思って
います︒
近藤 なるほど︒起業家としてやりたい
ことがたくさんあるみたいですね︒新卒
紹介事業の方はどのようなきっかけで参
入したのですか︒
水谷 そもそもは私たちが人材採用を行
っている中で︑いい人間を採用するため
には新卒を採用するしかないという思い
があったからです︒当社は今︑新卒採用
を開始して５期目になるのですが︑それ
まで行っていた中途採用ではなかなか活
躍できる人材がいない上︑採用面接をし
ていても暗い気持ちになるんです︵笑︶︒
中には〝負けてきた感〟を持ったままで
面接に来られる方もいるので︒そんな時︑
ある新卒採用の合同イベントに参加した
のですが︑そこにいるみんながすごいキ
ラキラして楽しそうに見え︑﹁こういう
人たちと一緒に仕事がしたい﹂と思った
のです︒ただ新卒を採用するためには︑
従来の就職サイトを使ったところでベン

DYM 水谷佑毅社長

VOL.9

チャーにはなかなかいい人材が来ない︒
そこで大手企業志向なんだけど︑ベンチ
ャーにちょっと興味がある人をベンチャ
ー思考に変え︑どんどんベンチャー企業
に紹介できるような仕組みができればと
考えるようになったのです︒
近藤 大企業志向の学生をどうやってベ
ンチャー思考に変えるのですか︒
水谷 一言で言うとやはり面白みだと思
います︒たとえばですが︑私はマクドナ
ルドという会社はエクセレントカンパニ
ーだと思っています︒なぜかというと︑
世界中に﹁食﹂を提供し︑誰もがその存
在を知っているからです︒だからといっ
て︑私は実際にそこでポテトを揚げてい
る人や︑ハンバーガーを作っている人の
仕事が面白いとは正直思えません︒しか
しベンチャー企業というのは︑このマク
ドナルドの仕組みを最初から作ることが
できます︒それであれば﹁いろいろ自分
で考えてたくさんのポテトを提供できる
仕組みを作った方が面白いでしょ？﹂と
いうことをずっと刷り込んでいくのです︒
当社はインターネット上で学生を集める
のですが︑そこから実際にベンチャー企
業の人たちに会っていただく機会がとに
かく重要だと思っています︒なぜならも
ともと大企業志向の人というのは︑やは
りどこかでベンチャー企業を下に見てい
る節が多いのです︒ただ彼らベンチャー
はすごく真面目に仕事をしますし︑情熱
もある︒ですから学生たちにそういう姿
を見せることが大切なのです︒
近藤 ベンチャーで活躍する人材の共通
点というのは︑どこにあると思いますか︒
水谷 今までの経歴を通じて︑何か１つ
のことに集中してきた人間というのは非

IT×医療を主軸とした多角化戦略が強み
優秀な新卒人材を携え前期比165％の増収見込む
19歳の時、わずか50万円を手に起業した青年は、自らの直感と情熱を武器に37歳で東証一部上場を果たした。一
介の若者から成功者へ駆け上がったネクシィ―ズの近藤太香巳社長のその起業人生には、もちろん成功だけでは
ない、失敗や挫折も数多く含まれている。だがその凝縮された人生には、若者起業家たちへの多くのヒントも隠さ
れているはず。そんな近藤社長が、次世代を担う若手経営者をゲストに招いて経営について語るのが同連載。9回
目となった今回は、IT・医療・人材紹介といった幅広い事業領域で活躍するDYMの水谷佑毅社長だ。

常に良いと思っています︒勉強でもスポ
ーツでも︑それこそ不良でもいいんです
けど︑何か１つのことを極めている人が
活躍する傾向にあると思います︒
近藤 それは本当にその通りだと思いま
す︒やはり何かに打ち込んできた人間と
いうのは︑体育会系であろうとなかろう
と踏ん張りが利きますからね︒ハングリ
ー精神もありますし︒会社を大きくして
いく１つの原動力は︑スタートアップの
企業であれば新卒になります︒ですから
ネクシィーズも以前は﹁１００％新卒﹂
のような世界でやってきましたが︑これ
もある程度の人数になってきたり︑それ
なりのステージになってくると状況が変
わってきます︒その結果︑一番ちょうど
よいバランスが現在の新卒７割︑中途３
割のバランスです︒新卒はネクシィーズ
イズムがストレートに入りますし︑自社
の色に染められますからね︒ただその一
方で︑１カ所のところにずっと在籍して
いると︑内部で甘さも出てきます︒です
からちょっと違うカラーを入れるという
意味で中途の人材を採用すると︑企業自
体が大人になり︑視野も広がるのです︒
水谷 中途の人材はやはり条件や待遇等
で入ってくることも多いので︑本当の意
味で戦力になるかと言えば︑そうでない
部分もあります︒その点新卒は︑その会
社のビジョンであったり経営者に惹かれ
て入社してきているので︑中長期で見る
と活躍してくれます︒
近藤 その通りです︒新卒の方が﹁会社
大好き﹂﹁社長大好き﹂みたいな世界が
あるのですが︑結局その比率が７対３で
あるなら︑残りの３割である中途も結局
はその色に染まっちゃうのです︒﹁この

ネクシィーズ 近藤太香巳社長

近藤 水谷社長と初めて会ったのは︑今
から２︑３年前だったと思います︒最近
は業績も急拡大し︑ウェブ事業や新卒紹
介事業など︑さまざまな事業を手掛けて
いると聞きました︒今は何がメインにな
るのですか︒
水谷 売り上げだけで申し上げると︑ウ
ェブのコンサルティングが７割ほどを占
めますが︑営業利益ではウェブと人材事
業と研修事業といった３つがほぼ同じで︑
月に１０００万円ほどの利益が出ていま
す︒売り上げは前期の 億２０００万円
から今期は 億９０００万円を見込んで
おり︑非常にいい流れで事業を推移でき
ていると思います︒
近藤 もともとはどういう経緯で起業し
たのですか︒
水谷 起業したのは今から 年前の大学
１年生の頃です︒携帯電話の待ち受け画
面をダウンロードできるサイトを運営し
ていたのですが︑当時はサイトのＰＶ
︵ページビュー︶が月に１００万件あれ
ば︑サイトの広告掲載料として１００万
円もらえるというように︑非常に利益率
の高いビジネスだったのです︒ただその
一方で︑当時の私は開業医になることを
目指して医学部に在籍していた身でもあ
りました︒そしていろいろと医療業界を
見ているうちにＩＴ化が遅れていること
に気付き︑その促進を図りたいと思うよ
うになったのです︒
近藤 それは素晴らしいことですね︒今
後は高齢化が進むことからも︑ますます
医療の重要性は高まりますしね︒では今
はそのような事業も展開しているのです
か︒
水谷 今はインターネット上で医師に相
33
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水谷 近藤社長は新卒を採用する際に︑
一番どの部分を見ますか︒
近藤 非 常 に 単 純 か も し れ な い け ど ︑
﹁この子は本当にネクシィーズに入りた
いんだな﹂と思わせる人材を選んでいま
す︒やはり﹁どうしても入りたい﹂とい
う人間の方が強い︒ですから︑たとえば
﹁ネクシィーズに入りたいです！一生懸
命頑張ります！﹂という人間が︑選考ア
ンケートには﹁週に２日休みが欲しい﹂
というのはおかしいですよね
︵笑︶
︒別に
休みがあろうがなかろうが︑仕事に対し
て覚悟を持って自己表現をしてくる人材
を採りたいと思っています︒
水谷 私は逆で︑﹁ＤＹＭに入りた
い！﹂という人間はあまり採りません︒
むしろ︑なかなか見向きもしてくれない
人を口説き落としていくというのが当社
ですし︑﹁ＤＹＭというちっぽけな会社
に興味を持つ人間なんて︑そんな大した
ことはないだろう﹂と思っています︒そ

トップ営業マンが６回にわたって面接
﹁興味ない﹂
人材をあえてスカウト

会社にいることが本当に幸せだ﹂と思う
ようになり︑それを見て︑新卒も﹁私た
ちは幸せだったんだ﹂と実感するのです︒
ただその一方で︑﹁絶対に負けられな
い﹂という気持ちは︑実は中途の方が強
い︒そういう意味では７対３ぐらいの方
が︑会社としても大人になります︒結局︑
何か新しい事業を作ろうと思った時は︑
新卒だけでは作れませんからね︒やはり
社会人経験のある人間で作っていき︑そ
れを新卒の人材が育てていくというパタ
ーンじゃないでしょうか︒
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︵前頁からの続き︶

Takami Kondo
http://www.passion-leaders.com/

人間がしっかり部下を育てられなければ
いけません︒私は︑人の上に立てる人間
とそうでない人間の違いは︑自分を犠牲
にできるかどうかだと思っています︒で
すから﹁自分は成績を上げているし︑や
ることをやっている︒だから部下が休日
出勤していても関係ない﹂という人間は︑
たとえスーパー営業マンであっても人の
上には立てません︒一方で自分の成績も
しっかり上げている上︑部下のために休
日出勤してサポートできる人間は上に立
てます︒なぜなら自分の時間を犠牲にし
ているからです︒そしてその姿を見て︑
部下は感動する︒こうした人間ができて
くれば︑恐らく会社を大きくしていって
も大丈夫です︒逆にここが薄くなってし
まうとつまらない会社になってしまう可
能性があります︒ですからそこは絶対に︑
﹁上司たる者こういうものなんだ﹂とい
うことを言い続けていかなければなりま
せん︒

強きリーダーが求められている現代において、自らリスクを取
り、企業を立ち上げ、一歩を踏み出す起業家たちの応援組織
として2011年4月に創設。毎月1回の定例会をはじめ、アカデ
ミー（人材教育）やビジネスマッチング、さまざまな部会も開
催。活動を通じて次世代を担うリーダーたちとの交流やモチ
ベーションアップが図れることから、わずか3年で会員数は
1500名に拡大。今、最も〝アツい〟経済団体である。

いうことです︒１００％のオレンジジュ
ースが ％︑ ％と薄まってきてしま
うかのように︑社長が発する命令も本来
のものとはちょっと違うものになってき
てしまうのです︒ですから１００％は無
理だとしても︑やはり ％ぐらいの果汁
度は保っておかなければ組織が崩れてし
まうのです︒
水谷 おっしゃるとおりだと思います︒
ちなみに１００名以上からの増員はどう
でしたか︒
近藤 １００名を超えてから５００名に
なるまでは︑そんなに難しかった記憶は
ありません︒部分部分はありますが︑人
が多くなって会社が成長するという意味
では５００名まではドライブがかかって
いるように思います︒ただ一番気を付け
なければならないのは︑当たり前ですが
課長や係長と言った上司たちがしっかり
育っているかです︒組織が拡大していく
上で幹部の存在は欠かせませんが︑その
70

近藤太香巳氏が主宰
「パッションリーダーズ」
とは…

の姿は︑未来の自分の姿でもありますか
らね︒
水谷 当社は今︑１８０名ほどの社員が
いますが︑私自身︑仕事をする仲間は常
に尊敬できる人たちとしたいと思ってい
ます︒ですから新卒の学生でも﹁こいつ︑
年下だけどいいな﹂と感じる人と働ける
と思えると︑採用も非常に楽しいのです︒
近藤 ただ社員が１００名を超えてくる
と︑変わらなければならない部分も出て
きます︒特に御社の場合は︑今まさに拡
大のシーンを迎えているところですから
ね︒私も社員が１００名になるまでには
いくつかの壁がありました︒ 名が
名になるのはそんなに難しくないですが︑
名が 名になるのは結構難しい︒そ
して 名が 名になるのは難しくない
のですが︑１００名になるのはまたちょ
っと壁があるのです︒これは何が理由か
というと︑人材が増えることによって組
織の命令系統がどうしても崩れてくると
50

近藤太香巳（こんどう・たかみ）
Profile
70

19歳の時、50万円を元手に会社を創業し、34歳でナスダック・ジャパン
（現JASDAQ）へ株式上場。その後37歳で、2004年当時最年少創業社
長として東証一部に上場を果たす。プロモーション＆マーケティングを駆
使したビジネスモ デルで グル ープ 1 0 社 にまで 成 長させ「 旅 色 」
「GOODA」「SUPER CEO」など発刊する８誌の電子雑誌は日本一の
規模を誇る。また、伝統文化教育事業ハクビ総合学院、インターネットサ
ービスプロバイダー「Nexyz.BB」を手掛け、DNA健康・美容コンサルテ
ィング（DiNA）、一般社団法人パッションリーダーズなど、常に新たな分
野へ挑戦し続けている。また、早稲田大学や東京大学、一橋大学などで
の講演活動も積極的に行い、若者の心を持ち前の情熱でリードしている。
JAPAN VENTURE AWARD 2006 最高位 経済産業大臣賞受賞。
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してむしろ興味を持たない
ぐらいの方が大物なんじゃ
ないかとすら思います︒そ
の上で︑当社ではあらゆる
手段を使って︑こうした学
生たちも口説き落としてい
きます︒具体的には︑当社
は採用までの面接が平均し
て６回あるのですが︑その
各回で営業が強い営業スタ
ッフを面接官に充てていき︑
一生懸命口説いてく感じで
す︒そのため︑途中で﹁こ
の会社怖い﹂と言って辞退
される方もいますけど
︵笑︶
︒
しかしそうすることで︑入
社してくる人材はやはり優秀な人間ばか
りです︒全日本サッカーのチャンピォン
だった新卒の社員は︑入社９カ月ですで
に月に２０００万円の粗利益を上げてき
ていますし︒やはり何かを極めている人
間は強いですね︒
近藤 その考え方は面白いですね︒たし
かに当社もまだ会社が今より全然小さか
った時は︑私が直接面接して口説いてい
ましたし︑私の方がしゃべっていました
からね︵笑︶︒今︑振り返って思いだし
ました︵笑︶︒会社が大きくなっていく
と︑知名度といった看板では多くの学生
を集めることができますが︑必ずしもワ
クワクさせられるわけではありません︒
私もよく学生に言うのですが︑試験を受
ける会社に行って一番見るべきなのは︑
面接官がその会社を好きかどうかである
かということです︒面接官が会社好き好
きオーラを出してワクワクしていたら︑
それはきっといい会社です︒なぜならそ

設 立 年 ：2003年8月
所 在 地 ：東京都品川区
事 業内容 ：SEOコンサルティング事業、新卒紹介事業、医療メディア事業など

10

Company Data DYM

より多くの事業を生み出すために
求められる〝株式公開〟

20

会社なんだ﹂というイメージが付いた上
で上場できるのであれば︑したいとは思
っています︒
近藤 ベンチマークしている企業はあり
ますか︒
水谷 当社と同じくＢ Ｂの営業を確立
している強い会社という点で︑リクルー
トと野村證券はライバルだと思っていま
す︒これらの企業を倒せる会社に︑私一
代でしたいと思っています︒
近藤 それならなおさら︑上場しないと
いけませんよ
︵笑︶
︒
水谷 今は会社の規模が小さいので︑そ
んな時に上場してしまうと自分のしたい
ことも制限されてしまうような気がする
のですが︒
近藤 私の経験から言うと︑会社の規模
感を大きくしてから上場しては高い株価
は付きません︒結局上場というのは︑
億円の利益を上げている会社が９億円に
下がったらできません︒ということは︑

1980年東京都生まれ。2003年、杏林大学医学部在学中に有限会社
DYMを設立し代表取締役に就任。2007年に大学卒業後、医師免許を
取得。医療分野のIT化を進め社会貢献をするため、有限会社DYMを株
式会社に改組、同社はこの5年で売上を30倍に伸ばしている。

to

水谷佑毅（みずたに・ゆうき）
Profile

近藤 人材もそうですが︑御社は業績面
でもかなり急拡大をしていますね︒将来
的に上場なども考えているのですか︒
水谷 今のところは正直考えておりませ
ん︒上場すると事業で選択と集中が迫ら
れるような気がして︑新規事業がしづら
くなるイメージがあるからです︒私たち
はテーマとして﹁つぶれない会社﹂を目
指しています︒事業業績というものは︑
一時的に上がったとしても結局は最終的
に落ち目になり︑終わりが来ます︒その
ため１０００年後にも続いている会社を
目指すためには︑５００億円の事業を１
個作るのではなく︑５億円の事業を１０
０個作って︑それぞれの事業の終わりの
ラインを同時期にさせないようにしたい
と思っています︒ただ︑多くの事業ドメ
インを作って﹁ＤＹＭは新規事業を作る

Yuuki Mizutani
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ないでしょうか︒
近藤 目立ってマイナスなことって何があ
りますか？ それよりはむしろプラスにな
ることばかりですよ︒上場マークが付くだ
けで︑﹁君︑何の会社やっているの？﹂と言
われることはまずありません︒先方も聞い
たら失礼になると分かっているので対応も
全然変わりますし︑会いたい経営者は大体
会えるようになります︒これは私の持論で
すが︑物事を決める時というのは︑それを
行うことで７割いいことがあると思ったら︑
たとえ３割そうでないことがあってもやる
べきです︒上場を考えるのもこれと同じで
す︒上場すれば会社のイメージが良くなり︑
価値が上がり︑社員のモチベーションも上
がる︒会社というのは大きくなった方がい
ろんな人にいろんなステージやチャンスを
与えることができますし︑全体でもスケー
ルの大きなことができます︒そう考えたら
一流を目指していく方がいいに決まってい
ます︒
水谷 勉強になります︒上場もそうです
が︑少しでも嫌なことがあると避けてき
ていたので
︵笑︶
︒でも︑すごく上場した
くなってきました
︵笑︶
︒
近藤 上場企業の社長の中には︑確かに
謙遜する人もいます︒﹁いやー上場は大
変だよ﹂というように︒﹁じゃあ何で上場
しているの？﹂っていう 話じゃないです
か？要はやはりいいことの方が多いから
なのです︒能力があるなら行くべきです︒
水谷 今日の対談を通じて︑今までの私
の既成概念が完全にパラダイムシフトし
ました
︵笑︶
︒今後も近藤社長のアドバイ
スをもとに︑さまざまな事業を積極的に
行って行きたいと思います︒本日はあり
がとうございました︒
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１億円︑２億円の利益を上げている会社
が３億円︑５億円︑ 億円と拡大してい
くその成長の未来図というものが︑一番
の上場株価のバリューなのです︒ですか
らすでに１億円や２億円の利益が出せる
のであれば︑上場は早い方がいいです︒
資本力や信用も付きますからね︒
水谷 実際のところ︑今︑当社で出そう
と思えば４︑５億円程度の営業利益は出
せると思います︒そういった意味では︑
近藤社長がおっしゃる上場基準という点
ではクリアできるのかと思います︒です
が︑私が新規事業をすごくやりたいとい
う点と医療分野で上場したいと思ってい
るので︑それが大丈夫かどうかと思って
いまして︒
近藤 医療分野は特殊なので分かりませ
んが︑普通であれば利益としてそれだけ
出せるのであれば上場基準には乗ると思
います︒しかし︑上場というのは利益だけ
ではないので︑そこはしっかりと留意して
おかなければなりません︒それを踏
まえた上で︑﹁いろんな事業がやりた
いから上場すると不利﹂という話で
すが︑私はまったくそうとは思いま
せん︒できるものなら絶対にした方
がいい︒そうすることで社員の意識
もすごく変わりますから︒先程つぶ
れにくい会社を作りたいと言ってい
ましたが︑ネクシィーズも上場して
１００億円以上のキャッシュインした
からつぶれにくい会社になったので
す︒そして同時にそれだけの事業資
金ができるわけですから︑それは事
業のスケールも違ってきますよね︒
水谷 しかし上場すると︑何かと目
立ってマイナスなことも多いのでは
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