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経営の樹を育てる会 

 【第４8回】 第 2章 経営計画書 Ｑ＆Ａ 

         (経営の樹育成プラン) 

 

開催・日時  ： 東京校   令和 4年 3月 4日（金）１８：３０～２１：００ 

          名古屋校 令和 4年 3月 22日（火）18：30～21：00 

会場  : 古川益一宅よりｚｏｏｍ配信 

出席者： 東京 髙橋、鈴木(一)、黒飛、金井(克)、金井（隆）、島原、渡辺、鈴木(建)、渥

美、金子(吉)、上田、長尾、鈴木(友)、小林、山田(ふ)、長谷川、本間、金子(秀) 

18 名、名古屋 髙橋、鈴木(一)、鈴木(建)、山田(武)、鈴木(友)、渡辺、渥美、

榎本、澤越、冨士、関上、 11名、計 29名参加 

講師  ： 古川益一 

司会、HP  ： 高橋利至、渥美沙緒里、鈴木建太朗 

書記 ： 鈴木一弘・渥美沙緒里 

 

 今まで東京、名古屋、各会場で開催。ZOOM を補足的に利用してきましたが、今月は

古川益一宅書斎に、配信設備を設営、ZOOMにて行いました。 

 

1.学んだことをいただきました 

① そもそも私たち人間は自然界の一員であるという意識をすっかり無くしておりました。自

分自身が何たるかを見つけて正しい努力をし、自然に合わせて無理なく頑張っていくこと

が大切と感じました。そして、得た知識を知恵によって活かすことが出来るようになりた

いです。その為にも品性を身に付け、常に経営理念から物事を判断し行動していけるよう

になりたいです。 

 

◎Comment 

 当会の開催目的を明確に捉えて下さり、大変うれしく思います。 

 テキストにしている“経営の樹を育てる”のサブタイトルには「知識と真理の調和に基づく実践

経営者学」として記しているのは、このことです。 

 ・正しい努力とは、必ず叶えられる努力のことです。 

 ・自然界の一員とは、自然と調和して生きることであり、争いが生じません。 

 ・知識を知恵で活かすとは、知識は使う人により、悪にも善にもなるからです。 

 ・品性とは、物事を調和に導く性格のことです。 

 ・経営理念は、会社経営の目的のことであり、全て経営理念から判断出来るようになれば、会

社は一つの大きな生き物、つまり、経営体になることが出来ます。企業から経営体へ、です。 

 

② 久し振りに参加しました、古川先生の講義はとても勉強になります。 

経営者の品性の良し悪しで、周りを取り囲む環境は 

大きく変化する。 

自分次第（品性）で変わるのではと思いました。 
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◎Comment 

 経営を続けるには、周りとの調和が大切です。 

 その関係者の心が、自社に対して神の心を持っているか？人の心を持っているか？あるいは、

鬼の心を持っているかによって、経営の困難さは大きく違います。営業において売れる売れな

いは、お客様が決めることです。 

 いかに営業戦略を練り、頑張ってもお客様の心一つで決まってしまいます。 

 経営の樹の根の周囲は、経営者の品性です。品性は、社内の結束を高め、強固になってゆきま

す。そして、周囲の環境が整い、成長してゆきます。この環境が、関係者(顧客)からの情報、つま

り、「情に報いる心」です。 

 良いところに気が付かれました。 

 

③ 経営計画書を長期視点から作成する。 

アーバンサービスさんの八方良しは、感謝がわかりやすく盛り込まれていて、勉強になり

ました。経営計画書も大分類がしっかりしていて目指す方向が、関係者（社員も含めた）に

わかりやすかったです。 

 

◎Comment 

 アーバンサービスさんは、社長を中心に社員の皆さん全員が良くまとまり、経営者と一枚岩と

なって努力していられます。 

 経営計画書も社長が作成しておりますが、会議等で内容を詳しく説明、結果として全社員で

作成した形に昇華されています。 

 そのために、決して難しい表現ではなく、誰が見ても分かり易いものになっていると思います。 

 

④ 何度も古川先生の教科書を読みやっと真理というものの奥深さや教科書の完成度を理解

できる様になってきたと自分自身が感じております。 

物事を自分中心として捉えるのではなくもっと大きな視点の「鳥の目」や細かな「虫の目」

も駆使し総動員して経営を行う事が必要と思いました。 

 

◎Comment 

 大変うれしいお言葉です。当教科書は、経営の全てを書きたいと思い、「経営者として歩み、

困難を乗り越え、リセットするまで」と欲張ってまとめました。したがって、ポイントだけのもの

が多く、詳細なものまでは書ききれていません。その代わり、真理を追求したものになっていま

す。 

 「知識は勉強すればするほど複雑になり、真理は追求すればするほどシンプルになる」通りで

す。そのことを理解していただくと、本書の価値も上がり、読者自身が見違えるように成長して

ゆくはずです。 

 ちなみに、“鳥の目（全体の把握）、虫の目（細部を見る）、魚の目（流れを読む）”は、プロ経営

者１０ヵ条第 7条(145頁)に掲載してあります。 

 

⑤ １．己の器を見据えるということ 

２．自分の会社と思い込むのではなく、会社の外に自分をおいて、経営という役割を担っ

ていると相対的に見る視点を持つこと 
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◎Comment 

1.己の器が何であるか？をまず見据えることが、無理なく経営する第一歩になります。 

正しい努力とは？ 

・器に入るものを入れること。皿か、ざるか？ 

・器が欠けていたら補修すること。 

・陰に隠れていたら、陽の当たる場所に出すこと。 

  これらの努力は、必ず叶えられ、結果として器は強くなり、且つ大きくなってゆきます。 

 2.経営者は経営をすることが仕事です。 

  その中の対境関係の調和は、本書 127 頁に詳しく説明していますが、プロ経営者を志す人

の原点になる考え方です。 

 

⑥ 古川先生、お元気そうで安心しました。 

経営計画書は、何回も学んでいて、とても難しいと思っていましたが、とてもシンプルで

わかりやすかったです。ホウ、レン、ソウと PDS 会議は、毎日の忙しさで、キチンとしてい

ない事で、色んな問題が起きると思いました。ホウ、レン、ソウ日報とてもいいと思いまし

た。 

 

◎Comment 

会議や日報は続けることが大切です。凡事徹底、積小為大などと言われるようにすぐ効果は

無くても必ず大きな成果として跳ね返ってきます。 

 

⑦ 経営計画書の重要さと自社の現状を見極める事、日記の大事さを学びました。 

一昨年に経営計画書を作成してから都度作成できてなかった事に反省しました。 

 

◎Comment 

 経営計画書は会社の記録、日記は人生の記録と考えれば、同様に重要です。特に経営者の条

件の一つに、経営理念と人生の理念が重なることとある通りです。 

 

⑧ プロ経営者 10訓 

  ２．自らを売り込まない 

  ４．解決方法を決定してから実行 

 ⇒ 経営計画書（決めてから実行！） 

  ５．流れに飲まれず、逆らわず 

 ⇒ うまく流れにのれる自分になる 

 

★経営計画書 

  ⇒ 確実に実行できる計画（家と一緒） 

  ⇒ わかるように、共通言語で書く 

 

★感謝でなく、感動してもらう！ 

 

★①デノミ、ハイパーインフレ 

⇒ 起こる可能性が高い 
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⇒ 800年周期説、2000年を境に東洋、日本の時代！ 

 

★④ 

⇒ お客様は来るもの 

⇒ 売上は上がるもの 

⇒ お金は集まるもの 

⇒ 人は自然に入ってくるもの 

 

★⑨経営者の器の見定め方 

⇒ 苦しいか？うまく行かないか？に尽きる 

⇒ 1合瓶か 1升瓶か？ 

⇒ ザルで水を汲もうとしていないか？ソバなら盛れる 

 

★３.時間 

１）制限時間を設けること 

２）次善を求めて即実行 

３）取り敢えず全体像を作り、後で中身を充実 

 

★理想的な経営計画書 

  １）安心して読める 

 ⇒ ストーリーが目に浮かぶ 

 ⇒ 失敗しても修正出来る 

  ２）戦略的思考で書かれている 

 ⇒ 先手先手で手を打つ 

 ⇒ 先手必勝 

 ⇒ 後手堅守！ 

  ３）環境変化に対する修正システム 

 

★経営者は外 

 ⇒ 給与と役員報酬の違い 

 ⇒ 役員報酬は利益が出た時だけ 

 

★ハッピーを作る！ 

 

◎Comment 

 全体をまとめて下さり、ありがとうございます。特に経営者の目線で捉えて下さり、感謝です。 

 

⑨ 経営計画書を作ったことなく、学びが多く感じました。次回もしっかり復習や見直し、実践

しやらないといけないし真理を多く学んだ先生ありがとうございました。売り込みでなく、

信頼信用があって仕事があるんだと自負しました。ありがとうございました。  

 

 

◎Comment 
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 初めての御参加、ありがとうございます。 

 経営の真理を身に修めるに従い、物事の判断が正確になり、迷わなくなっていきます。 

 自信も生まれて来るものと思います。 

 

⑩ 経営計画書作成を改めて学ばせていただいた中で、”経営理念”を日々の仕事にどれだけ

落とし込むことが出来るか、を改めて再認識しました。 

日々 お客様と折衝する機会がありますが、その対応が目先の利益（小利）を優先した行動

なのか、自社の経営理念に沿った対応なのかによって、将来の会社の在り方が全く違うも

のになると確信した次第です。 

仕事の大小にとらわれる事なく、理念に基づいた判断・行動をとる事が習慣化できれば、

自然と売り上げは伸び会社は発展するという真理を、今後も追及していこうと思います。 

 

◎Comment 

 当会の勉強会から学び、それを実践、成果を上げておられる御様子、とてもうれしく思います。 

 

⑪ 私の仕事（建築業）では誰が見ても分かる図面、仕様書が必ず有り、それに基づいて工事

を進めます。 

経営計画書も同じく、会社の設計図と化し、社員や関係各社、誰が見ても進むべき方向方

針が一目で分かるものにしていくことが大事だと感じました。 

古川先生の仰る、売上を下げながら利益を上げる、高く買って安く売る、がんばらない事

のフレーズは勉強会を重ねて行く中で非常に腑に落ちてきております。 

経営理念、経営計画書はとても大事な事を今回も学ばせて頂きました。ありがとうござい

ます。 

 

◎Comment 

 何回も参加して下さり、日に日に学びが深まっているようです。 

 ・経営計画書には、誰が見ても理解出来る標準仕様がある。 

 ・売上を下げながら利益を上げる極意。 

 ・高く買い、安く売って儲けよ！の商家の極意。 

 ・頑張らない！ 

 これらは、真理を悟るにつけ、理解出来ていくものと思います。 

 

⑫ 「経営者はなぜ悩むのか？自社の実体を知らないうえ、将来の姿も描けないから。 

自分の健康に不安を持った時、病院にて検査を受け治療方法を見つけることで、生きる

希望が湧いてくることと同じように、計画書を作成する目的は、自社の将来の姿とそれに

行き着く道筋を描くこと」と教えて頂き、計画書の重要性を再認識しました。 

 

◎Comment 

 私はこの度、入退院を 4回も繰り返しましたが、悩んだり、不安はありませんでした。 

 担当医師が、現状の病状分析とその手術計画などを事前に丁寧に教えてくれたからです。 

 会社経営も全く同じことのように思います。特に社員との絆を深めるために計画書作成は、

最も効果的と思います。 
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⑬ 実際の経営計画書を拝見出来て学びが深まりました。その中の対境関係図では、会社が

中心にあり、その会社を取り巻く関係者の一つが“経営者”でした。自分の会社という感覚

ではなく、“経営”という分野から皆で会社を支えていくのですね。器が大きい経営者なら

ば、人の長所を褒めることができ、皆様との調和も生まれ自然と会社が発展していくのだ

と学びました。 

 

◎Comment 

 経営者自身を外に置くことにより、「プロ経営者の意識の高まり」と共に、「生命をかけて責任

を取る」などという責任感から逃れられると思います。 

 経営は、内外の環境に大きく影響を受けることを考えれば当然のことと思います。 

 

⑭ 経営計画書の重要性と作り方を教えていただきました。 最初から素晴らしいものを目指

すのではなく、まず作成してみる事が大事だと学びました。 

 

◎Comment 

 「人は先のことがわからない以上、最善はない。 

  次善を求めて即実行。次善を積み重ねることにより、最善が生まれる」ものです。 

 

⑮ 器より大きいことをやろうとすると苦しくなる。 

というお話が心に響きました。 

人それぞれ器があり、違うものであること。を痛感しました。 

 

◎Comment 

 真理は自然との調和を教えます。 

 自然界には、同じものは何一つありません。 

 それを思えば、器に納めることが本当の努力、そして器の中で無理なく努力してゆくと自然に

大きくなるのも真理です。 

 

⑯ 経営計画を作成し未来を社長と社員で共有する。目標を掲げ全員一丸となり達成する｡ 

経営計画の根幹は理念である。 

 

◎Comment 

まさにその通りです。これが恒常的に出来ている会社は、「どんな荒波が来ようとも呑まれず

乗ることが出来る」ものと思います。 

 

⑰ 「次善を求めて即実行」を再度勉強することで、まだまだ完璧性を求めていることに改め

て気が付きました。 

6 割～7 割の状態で一先ずアウトラインを作り、その後、日を改めて 10 割に向けてクオ

リティを高めることが、仕事のスピード感につながると確信した次第です。 

逆に 6割の出来で提出した場合、お客様からフィードバックを頂きながら共同で作り上げ

るのも一つの方法かと思いました。 

”お客様に最初の段階で評価を頂きたい”という気持ちを手放し、「次善を求めて即実行」

に重点を置き、スピード感を持って対処できるよう、現場でも習慣化していきたいと思い
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ます。 

 

◎Comment 

 そして、スピードを重視する考え方に「一利を興すは一害を除くにしかず、一事を生ずるは一

時を滅するに若かず」(耶律楚材)があります。 

 この名句から「消極策を積極的に実行」が生まれました。 

 

⑱ 計画書を作る際に失敗する事も想定して作るという事、耳と眼で学んだ限りですが、自分

の中に深く落とし込んでいなかったので、今回改めて聞くことで意識して作ろうと思いま

した。 

今回の講義を聞いていく中で、今自分が何のために仕事をしているのかと言う点を改め

て考えようと思いました。大きなことを望まず、先ず目の前の人を幸せにする事だけ考え

て行こうと思いました。 

銀行へ、報告書を出すことを続ける。簡単なものを毎月ファックスかメールで送っていこ

うと思いました。 

 

◎Comment 

 ・失敗を考えて作る⇒相手(銀行)に安心感を与えます。 

               社員には、のびのびとさせます。 

 ・何のために仕事をしているか⇒経営理念の再認識を習慣にして下さい。 

 ・銀行へ報告書⇒上半期、下半期の２期に分けて収支報告書を作成、毎月の提出を習慣とし

て下さい。 

 大きな気付きと思います。実行して下さい。 

 

⑲ 経営理念を徹底的に追求することでオンリーワンになっていくと古川先生が仰っており

ましたが、正にその通りだなと思いました。 

それには会社の青写真を描く経営計画書を先ず作ることが、最初の仕事かと思います。 

しっかりしていなくても、箇条書き程度でも構わないので、自分の方向をしっかり決める

ことから始めて行くことが大切な一歩です。 

先日も確定申告を提出致しましたが、今年も黒字決算で提出致しました。 

赤字経営していることは器が小さいと言うこと、器以上の物は入らない、今日も古川先生

のお言葉にありましたが、意識せざるをえません。 

今期もこれを意識して頑張らない経営をしていきたいと思いました。 

古川先生、本日も本調子ではない中、誠にありがとうございました。 

 

◎Comment 

 いつも参加ありがとうごさいます。 

 これから迫り来るであろう世界的な大変革の波に呑まれぬ根本的な考え方ですね。 

 

⑳ 「次善を求めて即実行」 

「巧遅は拙速にしかず」 

経営計画書を作成しようとすると、完璧なものをつくろうと考えてしまって、かえって手

が止まってしまうが、そうではなく、まず作成して、後からアップデートしていけばいい、と
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教えて頂きました。肝に銘じたいいと思います。 

 

◎Comment 

 「次善を求めて即実行」「次善の積み重ねが最善への近道」を実行されており、感謝です。 

 そして、このことはお客様の意向を聴きながら共同で作ることになり、最高の信頼を得られる

と思います。 

 

2.質問にお応えします 

 

Q１．方針を社員を増やすより外注さんを増やす事に転換したのですが受注案件が自社で賄

える量の場合に外注さんを確保する為に営業するべきでしょうか？ 

 

◎Answer 

経営の目的を考えてみましょう。 

経営の目的は、経営理念を実現することです。 

つまり、自社の持っている商品力や技術力、サービスを通して世に貢献することです。 

そのために、社員や外注さんを必要とします。 

それでは、社員と外注さんとの違いはどこにあるでしょうか？ 

社員は社会保険を含め、給与としてその人の生活を保障しなくてはなりません。 

外注さんは、その人の能力に応じて外注費という形の費用を支払うのみです。 

この責任の違いから、社員と外注さんのバランスを考えたらいかがでしょうか？ 

私は、常に社員の仕事が充分に確保されることを念頭にし、忙しい時に外注さんを頼むよう

にしておりました。 

 

Ｑ２．初年度の経費は「資産」に出来るとのことで、その場合、収支計画表にはどのように書け

ば良いのでしょうか。 

（起業する際の、シンプルな事業計画書と収支計画表のひな形を頂き作成しましたが、収支計

画表には売上、原価、経費しかないので。会社設立で掛かった費用は、経費には入れずに別会

計にする、でしょうか。） 

（BS、PL表の書き方、初歩的な質問で済みません。） 

 

◎Answer 

 初年度の費用は、会社を設立するための費用として多年度で償却出来る制度です。 

 これは、決算時に BS上に計上します。 

 したがって、毎月の PL表にはありません。 

 

Ｑ３． コロナ禍でどうやって売上を拡大出来るのか？ 売り方、戦術、戦略、間違っているの

か？自分でもわからない場合はどうすればいいのか？ 

◎Answer 

 この環境の激変には対応出来なくて当然です。一部の業種を除いてほとんどが影響を受けて

います。 

 政府では、それを救済するために、補助金や資金のばらまきで凌いでいるのが現状です。 
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 そのため、本来消滅している会社が残っていることも現実です。 

 云わば、コロナバブルが発生しています。 

 しかし、この異常事態も長くは続きません。 

いずれこの反動は大きなつけとなって振りかかって来るはずです。 

 それではどうすれば良いかということになります。 

 どんな流れが来ようとも、「流れに呑まれず流れに乗る」極意を学んで下さい。そのためには、

経営の知識のみならず、真理を身に修め、その調和によって乗り切って下さい。 

 当勉強会に参加、真剣に学んで下されば、必ず理解出来るようになると思います。 

 

Ｑ４．計画書で目標を作成する際、どのような目標を設定したらいいでしょうか。例えば、売上

や利益などを目標とした時、確実に実現出来る目標を設定すべきか、がむしゃらに取り組んで

達成できるかどうかの目標を設定すべきか。目標設定についての考え方を教えて頂きたいで

す。  

 

◎Answer 

様々な答えがあります。 

売上を上げるにはどうしたら良いか？を説く方は、「実現出来る目標は目標ではない」など

と言う方もいます。 

一般的には、「少し無理をして達成出来る努力目標として考える」方が多いように思います。 

 私の考えは次の通りです。 

① 誠意ある計画書 

 誠意とは、「言葉が成る」こと、つまり、嘘をつかないことです。 

 特に金融機関へ提出する時は、何よりも信用です。計画書通りに達成出来ることが信用を得

ることに繋がります。安心して読んで頂き応援を頂くには、計画達成は条件となります。 

② 売上を減らしながら利益を上げる 

 私は経営をしている時、「増収増益」が耳障り良く言われておりましたが、違和感を感じており

ました。限度がなく、いつかは破綻するからです。 

 売上高と利益は、比例しません。この考え方からヒトモノカネの 3 位一体戦略が生まれました。 

 

Ｑ5．まだ作れずにいましたので、計画計画書をとにかく作ってみます。  

作りながら分からなくなったら質問致します。 

作成したらそれについてご指導よろしくお願いします。 

 

◎Answer 

 とりあえず作成したら、遠慮なくメールや FAXで送って下さい。 

 忌憚ない意見を申し上げさせて頂きます。 

 

Ｑ６． 計画書を作成する際の失敗例について、業種によってもケースバイケースで違うと思う

のですが、何か具体的に分かり易い例があれば聞きたいです。 

◎Answer 

 私は自社の計画書のみならず、他社の計画書を作り続けて３０年になりますが、業種、ケース、

環境、内部状況により、実に様々でそれを参考にすることは困難です。 

 遠慮なく自分勝手な考えで構いませんので、お声掛け下さい。 
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 ちなみに、計画書作成の基本的な考え方は、「客観的に分析、悲観的に計画、楽観的に実行す

る」です。 

３． 勉強会で学ばれたい内容がありましたらお教え下さい。 

 

・初めてなのでまず一通り直接先生のお話しを聴きたいと思いました。 

・まずは経営戦略（今のままの勉強会）でOKです。 

・経営理念をしっかり構築し、経営計画書の作り方をきちんと学びたいと思いました。 

・いつもどの内容も勉強になりますので、どれでも結構です。 引き続きテキストに沿ってのご

指導をお願いします。 

 

◎Comment 

 これから、ZOOM中心に行いますので、御希望があれば、それに沿い柔軟に対応させて頂き

ます。 

 

・PDS会議の進め方を知りたいです。 

 

◎Comment 

簡単に言うと、P計画、D実行、S反省を繰り返すことです。 

1. 経営理念の確認 

2. 先月の収支結果報告、達成した場合、賞与支給 

3. 先月の反省、課題、問題の検討 

4. 翌月の計画 

5. 社内のホーレンソー確認 

6. 社員教育（本書を参考にして下さい） 

 などです。 

 特に決まり事はありません。目的は全社員、心を一つにすることです。 

 

・経営計画書をしっかり勉強しなければ、会社はダメになることと、会社の理念概念はぜった

い根元だと感じました。自分の情けを感じました。 

 

◎Comment 

 気付いて頂き感謝です。即、実行して下さい。 

 経営者がプロ意識を持つと、業績は必ず上向くと思います。 

 

・経営幹部、社長の右腕、後継者の選び方育成方法です。 

こちらのテーマは､私がセミナーやる準備しております。 

ご参考頂けると幸いです。 

 

◎Comment 

 楽しいですね。当会の学びが参考になるとうれしいですね。 

 改めて聞かせて下さい。 
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・無為自然の会社経営とは？【無為自然】を知れば知るほど難しいように感じました。自然体で

いる事なのか？自然の流れに乗るという事なのか？ 

具体的に会社経営と言う点で見た時に、どんな例があるのか知りたいです。 

 

◎Comment 

 「無為自然」は老荘思想の根幹を成す考え方ですが、極めて奥の深いものです。 

 識者や大企業の経営者が最後に辿り着く真理と言われています。 

最高の統率は無為自然 

天下を治むるは常に無為をもってす 

（何もしないで治める工夫をせよ） 

 

最上は民、君主あるを知るのみ 

その次はこれを親しみて誉ふ 

その次はこれを畏る 

その次はこれを侮る 

（社長は何もしていないが、社長が居ると何となく調子が良い・・・。と社員が思うなら最上であ

る。） 

 

 現実の経営においては、各々自己を主張し、自我を発揮し、自由に振る舞っての有為有策の

激しいディスカッションの積み重ねの結果、到達した静かな協和の姿が無為自然なのか？と思

います。 

 いずれにしても一生をかけて追究していくような奥深いものです。 

 

４． 勉強会を通じて、自社(個人)にどんな成長を望まれているかお教え下さ

い。 

①創業を行なう 

 

◎Comment 

 先日、経営再建古川事務所の HPに会社設立（起業）として詳しく記載しました。 

 ご覧下さい。 

 

②実際に事業を黒字で回し、世の中にも貢献できるように。 

 

◎Comment 

 黒字経営をすることは、それ程難しいことではありません。 

 プロ経営者としての自覚と考え方を持つだけで達成出来ることです。 

 「世の中のためにすることが自社のためになり、自社のためにすることが世の中のためにな

る」が基本の考え方です。 

 

③ 人の良い所に目を向けて、不平不満を言わない、器の大きな人になりたいです。 
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◎Comment 

 器の大きな人は、「不平不満を言う時間があれば、自分を高めることに使いたい」と思うと思

います。 

 

④ ・経営者として成功出来る社長になる事。 

・これからの営業戦略において常に求められる会社に成長させたいです。 

・器、品性を磨く。 

・SDGs持続社会に対応する会社づくり 

品性ある社長の右腕又は自身がそんな社長になりたい。 

・3年後は売上を 10億 5年後から 10年後は鹿児島から日本全国へそしてグローバルに展

開していく。１００憶企業へ成長し、会社を買収し海外へ住む 

まずは、基礎をしっかり学び、自分で歩みよること 

 

◎Comment 

 経営者は、心の面と形の面と両面から考える必要があります。 

 形の上で会社を大きくすることは、ある条件が合致すればそれ程難しいことではありません。 

 しかし、心の面で成長させようとすると、それ程簡単なものではありません。 

 私は再建コンサルタントとして、倒産寸前の会社を再建することと、真の意味での再建を別に

考えています。真の意味での再建は、社長自身が生まれ変わらなければ達成出来ません。 

 それを再び生まれ変わる意味の“再生”と名付けています。 

 

⑤ 自分自身の器が大きくなり、そして物事を真理から判断出来るようになりたいです。 

 

◎Comment 

 当会では、真理という難題に挑戦している全国でも稀な勉強会と思います。 

 何回か参加されるうちに、必ずわかって来るはずです。期待しています。 

 

⑥ 前期、会社を再建できたのですが、今期は思うようにいかず、このまま来期に突入しそう

です。 

前期の時に、営業面を一新し、無駄な広告を全て辞めたのですが、今なお情報や知識に囚

われていると感じました。 

アーバンサービスの経営計画書を見て、心の営業方針、心の会社運営に今一度改めて行こ

うと感じました。地域に必要とされる企業にしていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 再建と再生の違いをご存知でしょうか？ 

 再建は、形の上でのことで、テクニックで出来ることです。 

 しかし、経営者の考え方そのものの心の改革が出来ないと、真の再建にはなりません。 

 原点に戻り、真理の目で自社と自分自身を眺めると良いかもしれません。 

 

５． 勉強会へのご質問・ご要望がありましたらご自由にお書き下さい。 
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①古川先生の講義を拝聴していて未熟ながら色々遠回りもしましたが腑に落ちている自分が

います。 

どうかお身体を大事にされてずっと元気でいて下さい！！ 

 

◎Answer 

 ありがとうございます。励みになります。後何年続けられるか分かりませんが、気力、体力が

続き、且つ皆さんが参加して下さる限り続けたいと思います。 

 

②・経営計画書を作成したら、古川先生にチェック・コンサルして頂くサービスがあったら、有

難いと思いました。 

・個別でご相談したいけど、料金も気になります。 

今経営状態が悪く、改善が急務である。今は狩猟型営業なので、お客様から相談や仕事が入っ

て来ないのが現状である。 

 

◎Answer 

 当会の目的の一つは、全員に経営の悩みから脱出していただくことです。 

 いつでも気軽にご相談して下さい。 

 具体的な方法は、事務局の皆さんと検討させて頂きます。 

 

③画面が小さいので、質疑応答を画面越しに見ると目が疲れてしまいます。出来れば参加者だ

けでも事前に資料を頂ければと思います。 

 

◎Answer 

 事前に LINE上に掲載しておりますので、前もって予習して頂きたいと思います。 

                            以上 


