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経営の樹を育てる会 

 【第 57回】 第 5章 財務健全化計画(Ⅱ) Ｑ＆Ａ 

 

開催・日時  ： 東京校 令和 4年 9月 2日（金）１８：30～２１：００ 

会場  : アーバンサービスふくろう LIVEと ZOOM 

出席者： 会場 髙橋、鈴木(一)(建)、松谷、三浦、渡邊 6名 

      ZOOM 鈴木(友)、金井(克)、小林、長谷川、東、秦野、山田(武)、渥美 8 名 

計 14名 

講師  ： 古川益一 

司会、HP  ： 髙橋利至、鈴木建太朗 

書記 ： 渥美沙緒里 

会場設営 ： 髙橋利至、鈴木一弘 

 

 

1.学んだことをいただきました 

 

① 知識ではなく実践の講義だと感じました。会社を支援する際は、知識ではなく実践の視点

から伝えることが必要であると感じます。 

 

◎Comment 

 当会の基本は、「経営の真理と実践」です。 

 経営の知識を真理で活かすことにより、どんな難問題でも必ず解決出来ることをモットーに

しております。 

 言い換えれば、「実践経営学」です。 

 お気付き頂きありがとうございます。 

 

② 売り上げ利益率の重視と人件費比率の関連性を学びました。 

人件費比率を追求し健全経営をしていける様にしたいと思いました！ 

損益計算書から見てとれる流れの理解度が深まりました！ 

 

◎Comment 

損益計算書を見るポイントの理解が深まるとスピーディーに的確に経営判断が出来るように

なります。 

そして、楽しくなって来るはずです。 

これからが楽しみですね。 

 

③ 財務は難しいものと思いがちですが、自分（会社）のお金の動きを把握することにより無

駄が多い、無理をしている、ムラがあることが明確にわかってくると思います。 

そして古川先生が毎回仰ることで客観的に分析し、悲観的な計画をし、楽観的に実行する

ことが、私の体験上一番気が楽に経営が出来ることかと思っております。 

本日も学ばせていただきました。いつもありがとうございます。 
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◎Comment 

 財務は将来の計画を練る上での基礎的判断資料でもあります。そのことを意識すれば真剣に

学ぶ意欲を持てるようになるはずです。 

 経理のように商業簿記の知識は必要ありません。経営意識を持って気楽に学んで下さい。 

 

④ ●決算は結果ではなく、計画管理するもの 

・「お金がないのに黒字となった」という場合もあるので注意 

⇒ 在庫が 1000万円で利益だと、400万円の税金となる（とても怖い） 

●「創税」 

・予想外に 1000 万円の利益が出た場合、そのまま 400 万円の税金ではなく、 

  （100 万円の利益の想定であれば）900 万円を社員に、それが「所得税」という形で 

  創出される。これは、「減税」ではなく、「創税」という考え方。 

●決算は必ず黒字にしなければならないもの 

・赤字は 2期まで 

・1期目赤字は、仕方がない 

・2期連続赤字は、危険信号 

⇒ 資金調達をしたいなら、1期目から黒字にする 

●決算内容により変化する経費項目 

・役員報酬：急に業績が悪化しても、原則としてその期は減額できない 

⇒ 赤字決算時は、減額は出来る。 

（税理士から NGと言われても毅然として対応する） 

●消費税 

・売上の 2～3％を積み立てて、キチンと払う 

（利益率が 20％の場合、売上の 8割が仕入れで、10％の消費税のうち 

２～３％が消費税の支払対象となる） 

 

◎Comment 

 いつも的確にまとめて下さり、ありがとうございます。 

 

⑤ 仮払金について、今回試算表を見た時に社長が使った費用を取り合えず仮払金に入れて

いたので気になっていたのですが、赤字幅を減らすのに効果的だという事を初めて理解

しました。 

何回か話しを聞いているうちに、だんだんと自社の財務や経理の内容の中で、細かい点が

気になるくらい内容が解るようになってきました。 

財務の意味を深く理解する事で、会社基盤を強くして行きたいと思いました。 

 

◎Comment 

 財務は捉え方によって、白になったり黒になったり入れ替わるものです。経理とは違うことを

徐々に認識されているように思います。 

 なかなか奥が深いものですが、少しずつ理解を深めて行かれることと思います。 

 

⑥ 社長は、会社を自分の事と同じように考えてしまうが、そうではない。保険金で損失分を

支払おうという考え方は違う。株主としての損失があるだけであるー 
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というような内容のお話しがあり、なかなか日本ではそのように会社と自分を切り離して

考える事ができる社長さんは少ないのではないかーだから、私のように「経営」と聞くと

怖くなってしまう人もいるのかもしれないーと思いました。 

でも、そもそも経営とはそう言ったものではない、会社と社長は一心同体ではない、とい

う考え方が分かり、もっともっと学んでいかなくては… 

もっと学んでいきたい！と思いました。 

 

◎Comment 

会社と経営者は一体と受け取られますが、本来は経営者は「経営の仕事をする人」ですね。 

このことが理解出来るようになるとプロ経営者にならなければいけない」と思うようになる

と思います。 

是非学んで下さい。 

 

⑦ 財務健全化 10訓を通して様々な事を学ばせて頂きました。額ではなく率で見る。社員に

対する思いやり。そして人件費率。社長としての器を大きくする事への探究。もっと深い

ところまで学びたいと思います。 

 

◎Comment 

 プロ経営者になることは、自社の営業や技術を磨くことと同じように大切です。 

 特に変化が激しく先の見えない昨今にあっては、財務の重要性は経営者として最も重視しな

ければならない仕事と思います。 

 気が付かれて良かったと思います。 

 

⑧ 今期は再建計画の３年目になります。当初予定では３期目に本当に売上がグンッと上がる

のか疑心暗鬼でした。でも実際に３期目に入り、半期を超えてくると兆しが見えて来ました。 

善意総和型再建をひたすら信じ実直に計画通りに営業していく事で本当に変わってくる事を

体感しております。 

これからも経営の真理に基づき、無理をせず経営をしていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 再建の基本は 3年としております。以下の通りです。 

 

〈売り上げを減らしながら利益を上げる〉 

 黒字にする方法は、一般的に３つ挙げられます。 

・売上を伸ばす 

・売上原価率を下げる 

・一般管理費を圧縮する 

 ほとんどの再建計画は、まず売上を伸ばすことを考えています。しかし、苦境に置かれた会社

が売上を増やすことは不可能です。「売上を減らしながら利益を上げる」方針とし、過去の業績

を分析し、どこで下げ止まるかを考え、その売上で経営が成り立つように考えましょう。 

 

１．売上目標 
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 過去３ヵ年の売り上げを分析、どこで下げ止まるかを検討、それを目標とします。 

 イメージは、以下の図となります。 

 グラフ左側は「売上高」右側は「経費」です。 

 

 

 

 このグラフのように、V 字回復を達成するために、効率性を重視した売上構造に切り替えて

いきます。 

 今までは資金繰りに追われ、収益を無視し、売上に目を奪われる、いわゆる自転車操業に陥っ

ていたものと思われます。この悪循環を断ち切るため、一つ一つを精査、分析し、足を引っ張っ

ている商品、サービスは切り捨て、会社を立て直すに必要なもののみ残し、これを全力で伸ば

していくこととします。 

 

⑨ 決算書は「信用判断の基礎資料」という意識を改めて強める勉強会となりました。また、少

額でも良いから徹底的に黒字にこだわり続ける意識を持ち続けることが、会社を存続させる

ことの重要なファクターである事を胸に刻んだ次第です。 

また、今回は借入する際に「複数の銀行とお付き合いしたほうが良い」という古川先生の見解

は目から鱗でした。「担当者によって熱意が違う」ことにより、融資実行の確率が違ってくると

いうのは、非常にインパクトのある学びとなりました。こんなことは、どの本を読んでも載って

いない実践スキルです。 

 

◎Comment 

 何度も学ばれており、その都度学びが深まっているご様子。うれしく思います。 

 経営は簡単なものではありません。私は経営を知識ではなく真理を学ぶことにより、本質に

近付くと思っておりますが、知識も必要です。どうぞ学び続けて下さい。 

 

⑩ 決算は結果ではなく、計画管理するものと学びました。決算の仕組みを熟知することで社

員に還元することができ、さらに組織が円滑に回ると感じました。また、黒字決算を貫くこと

で金融機関からの借入資格も得ることに繋がり、安心感も得られるように感じました。実態も

黒字で存続価値があり、社会に貢献出来ることをしていきたいと思いました。 
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◎Comment 

 素晴らしい感想です。その通りです。 

 社会貢献に目を向けられており、楽しみです。 

 

⑪ あらためて会計・財務の重要性を学びました。「決算は結果ではなく、計画管理するもの」

と教えて頂き、実践していきます。古川先生から「会社が経営難に陥る最大の原因は、財務の

軽視」と教えて頂き、稲盛和夫氏も「会計がわからんで経営ができるか」と書き残されていま

す。会計・財務に対する苦手意識を払しょくして、会社を躍動させたいと思います。 

 

◎Comment 

 稲森和夫さんは厳しく言われておりますが、その通りです。 

 免許証を取らずに運転しているようなものです。 

 進入禁止、一方通行、駐車禁止などわからないで運転出来るでしょうか？ 

 命がいくつあっても足りないと思います。 

 財務がわからないということは、同じようなものであることを認識して下さい。 

 

⑫ ①「経営は夢に満ち溢れたもの」がしかし、苦しいのはなぜか。それは「経営」を知らないか

ら。経営の知識と真理を調和させることが重要という言葉に、経営者という立ち位置を選んだ

気持ちに素直になって学ぼうと再認識いたしました。躓きながらも諦めずに進んだ先に何が

見えるのか、やってみます。 

②３部門の調和による損益計算書。売上利益、営業利益、経常利益の違いをよく理解すること。

つい数字だけで考えがちですが、その数字をつくるものが、営業活性化計画、組織円滑化計画、

財務健全化計画であることを知りました。そして私自身の仕事は「組織円滑化計画」のサポート。

ヒト絡みのことは経営者様にとって「重要だけど緊急ではない」反応をもらうことが多かった

ので、組織円滑化計画の重要性を、自信を持ってしっかり伝えていきます。 

③経営者の心構えとして、“足るを知る心”を持ち、“先憂後楽”の精神で進めて参ります。素晴

らしい言葉だと思いました。 

 

◎Comment 

 ①について 

 進んだ先に何が見えるか？世の中の仕組み、人間の何たるか？が見えて来ると思います。 

 「経営人生と人間としての人生」が一致出来ると素晴らしくなるように思います。 

 ②について 

 経営の樹は、ヒトモノカネの 3本の枝が 3位一体となって伸びてゆきます。 

 その中でも組織が最も重要です。 

 モノ(営業)、カネ(財務)の両輪でヒト(組織)を動かしてゆくと言っても過言ではありません。 

 ③について 

 「足るを知る心」は我が身を戒める言葉、「先憂後楽」は他者に対する心構えを表わしています。

深みのある言葉と思います。 
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2.質問にお応えします 

Q１．決算書や損益計算書は従業員や外注さんに見せるべきなのでしょうか？  

 

◎Answer 

原則論で申し上げます。 

会社の財務内容は社員の皆さんと共有することが出来れば一枚岩となり、固い基礎を築くこ

とが出来るようになります。 

しかし、内容によりけりです。 

社員全員が見て納得出来るものでなくては逆効果になります。不安を与えるからです。 

社員全員が見て納得出来て一緒に努力していこうと思って頂けるものを作って下さい。 

外注さんには見せるべきではないと思います。誤解を生みやすいからです。 

  

Ｑ２．生活できるレベルを維持できるくらいの役員報酬まで下げたつもりですが、もうひと踏

ん張りして報酬を下げられそうです。素人質問ですが、役員報酬を下げ過ぎてしまう事での弊

害などありますでしょうか？  

  

◎Answer 

 足るを知る心を持って金持ち生活を送ることが出来れば弊害はありません。住宅ローンを組

む時の借入限度額が下がる位かと思います。 

 そうして計上した利益をいかに有効に使うか？が、楽しい悩みになるように思います。 

 

Ｑ3．赤字が長く続き、今は黒字となっている会社があると伺いました。無理にでも黒字決算

とし経営続行するのか、存続は難しいとするのか、どのように判断したら良いでしょうか。 

 

◎Answer 

 会社全体の判断が必要ですが、経営者の器の問題が重要と思います。 

 ・経営の仕事に耐えられるか？ 

 ・社員がついていくか？ 

 ・経営続行することが却って負担になり、人生を狂わすことにならないか？ 

 など総合的に判断します。 

 続行困難な場合は、ハッピーリセットに導くようにしています。 

 

 

３． 体験談があったら、教えて下さい。 

① 経営不振の会社の支援をしたことがあったが、知識での説明になってしまって役に立て

なかったことを思い出しました。 

 

◎Comment 

経営不振から経営破綻へと進むことはあっと言う間です。 

平均、3年間位で倒産グループに入ってしまうことになります。 

私は、破綻寸前会社や既に破産手続きをしている会社までも手掛けてきましたが、いずれも
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知識の世界では、再建不可能な状態ばかりでした。これを真理の考え方によって再建を成功さ

せてきました。 

詳しくは口頭で説明します。 

 

② 先生に教わって最初は分からなかった経理の事も理解出来た事でムダを見直す事が出来

たので固定費、変動費を抑える事が出来てきています。 

 

◎Comment 

 大変うれしいお言葉を頂き感謝です。 

 経営者として「経営というもの」に少しだけ目を向けるだけで見違えるように良くなるもので

す。 

 益々、勉強して立派な会社に成長して下さい。 

 

③ ・創業と同時に日本政策金融公庫に 1250 万円程の融資を申し込んだが NG だった。そ

の際、今回は無理でも、1 年後ぐらいにまた申し込んで OK の場合があると言われたが、

これが「1期目から黒字にすれば、2期目から融資が下りる」ということかと合点が行きま

した。 

（1 期目締めなくても、月次で損益計算書をちゃんと作って、黒字経営が説明できれば一

定の範囲での融資は可能なのだと思う。このような銀行サイドからの考え方が理解でき

たのは大きいです。） 

 

◎Comment 

 良かったですね。銀行との取引の要
かなめ

は信用です。その信用を証明するものは決算書です。こ

の仕組みを理解出来るようになるとお金の心配は全く必要なくなります。その結果、経営全て

に貢献することとなり、益々成長発展するサイクルが回ってゆきます。 

 

④ 銀行さんから融資のご協力を頂けたことで、精神的にも安定した状態で事業展開でき、借

り入れしてよかったと思っています。反面、毎月の返済が滞ってしまった場合の遅延損害

金の率が凄いことが書面を通して知ることになりました。 

借りる事での経営的な安心感と、絶対に返済を遅らせてはいけない緊張感の双方の感情

が入り混じっております。 

 

◎Comment 

 遅延損害金は会社を閉めた時、借入残高が残った時に掛かる金利のことです。 

 通常の返済が出来なくなっても、決められた金利を払っていれば問題は起きません。 

 1.5%の金利なら 1,000万円につき 15万円、月額 12,500円です。 

 そして、ハッピーリセットする場合の借入金処理については、口頭で説明します。 
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４． 勉強会で学んだ考え方・方法を実践してみて具体的に変化はありました

か？ 

① 販管費を抑えて経常利益を出す事で自分の理解が多くなってきたので経理をする事が苦

ではなくなって来ました。 

 

◎Comment 

 経理の苦手な経営者が財務の仕組みを理解し始めると、今まで見ることすらしなかった収支

表などを楽しみながら見るようになります。そうなると黒字決算への心構えが出て来たことに

なると思います。 

 

② 「足るを知る」考えから売上を求めず、経費を抑える事で自然と売上が伸びてきている事

を感じます。 

有難い事に、今目の前のお客様に集中する事で、自然と人の和が出来、紹介が増え、更に

弊社の噂を聞き直接ご来店頂けるお客様も増えて来ました。 

先生が言う、売上は自然に上がるもの。という意味。初めは忙しくない程度にコンスタント

に売上が上がる程度だと思っておりましたが、どんどん忙しくなることに嬉しい悲鳴を上

げております。 

今後も地域貢献、人の救済を目的に経営していく事で更なる揺るぎない土台を創って行

けるようにして行きます。 

 

◎Comment 

 真理の考え方は、 

 ・売上は上げるものではなく上がるもの 

 ・利益は上げるものではなく上がるもの 

 ・和は求めるものではなく生まれるもの 

 これらを実践されていること大変うれしく思います。 

 期待しております。 

 

③ まだ３回目の参加ですが、経営に対する興味、「経営者として成長したい」欲が出てきまし

た。スタートラインに立った気持ちです。 

 

◎Comment 

 経営の真理と知識を調和、実践することが出来れば、「経営とは夢に満ち溢れたもの」になり

ます。自分の持つ能力を社会に役立たせたいという正しい欲を持って世の中に貢献して下さい。 
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５． 勉強会を通して、あなた自身がどのような経営者、または会社員になっ

ていきたいですか。 

 

① これまで経営の知識を学んできましたが、あり方について学ぶ機会はありませんでした。

継続をしていきたいと思います。 

 

◎Comment 

 大変うれしく思います。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

 

② ・誰からも求められる愛される経営者になっていきたいです。 

その為に品性と器を備えられる様に精一杯、努めます！ 

・経営理念を推し進め、ちゃんとした経営計画を実際に動かして（幹）、利益を出して社会

に還元できる会社にしたい。 

・自社がしっかりとした土台を作り、地域に貢献して事で口コミによるお客様が自然と流

れてくるような会社にして生きたと思います。 

また自社に関わる人達が最大の幸せを感じられるような、安心と温かさのあるような会

社組織にして行けたらと考えております。 

 

◎Comment 

 当勉強会にて学ばれた方が成長する姿を見ることは、これ以上の喜びはありません。 

 素晴らしいことと思います。 

 ありがとうございます。 

 

③ 多面的に物事を観る、考えられるようになりたいです。本日の講義中にお話し頂いた「重

機を売却して黒字にし、錯誤で買い戻した」実例に関し、古川先生から「悪いことですか？」と

訊かれました。裏技のような印象を受けましたが「黒字にして納税するは良いこと」という見方

にハッとさせられました。よく考えられるように精進します。 

 

◎Comment 

 経営の知識を真理で活かす考え方である為、一般的な知識の世界とは違った判断をするかも

しれません。 

 必ず、理解して頂けると思います。 

 どうぞよろしくお願いします。 

 

以上 


