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経営の樹を育てる会 

【第 68回】 第 1章起業、第 2章経営の社会責任 Ｑ＆Ａ 
 

開催・日時 : 名古屋校  令和 5年 2月 20日（月）１８：20～２１：００ 

会 場 : ウインクあいち 905号室 Live＆ZOOM 

出 席 者 : 渥美、安藤(よ)、須貝、鈴木(雅)、鈴木(優)、長尾、新田、冨士、保田、溝口、

宮村、睦浦、渡辺、 13名 

        (ZOOM)井上、榎本、金井(克)、小林、神農、鈴木(義)、秦野、松本 8名 

        計 21名 

講 師 : 古川益一 

司会、HP : 渥美沙緒里、鈴木建太朗 

書 記 : 渥美沙緒里 

会場設営 : 安藤より子、渥美沙緒里 

広 報 : 陸浦弘子、保田隼希 

 

記 

 

1.学んだことをいただきました 

① 経営の社会責任がかなり早く感じました。調和関係図を皆でやれると良いと思いました。

(長尾彰人) 

 

◎Comment 

 今、サブ講義を考えています。経営計画書の作成、自社独自の財務諸表の作成などです。そこ

でそれぞれ作りたいと思います。 

 

② 話し方も非常にわかりやすく、聞きやすいです。 

「なるほど」の連続で自分の意識改革へ繋がっていくことも期待しています。(渡辺純博) 

 

◎Comment 

 真理は全て「なるほど」です。知識とか善悪とは違い、物事の道理、摂理だからです。 

 これから回を重ねる毎に、物事の捉え方、考え方が改革されていくことと思います。 

 働き方改革→働きがい改革→考え方改革 

 この 3段目が、流れに呑まれず流れに乗る極意に繋がります。期待して下さい。 

 

③ 経営のプロとして自覚を持ち、経営免許証を取るつもりで経営に取り組む。無理な営業を

しないで、お客様が来てくれる仕組み作りをする。経営計画を作成し、社員と共有する。黒

字決算にこだわる事。周囲と調和し、自分の器を見極めた経営理念の中で努力する事で、

自然と器が大きくなり売上が上がるようにする。(榎本吉宏) 

 

◎Comment 

 素晴らしい気付きと思います。自分の心が客観視出来るに従い、実行出来ていくことと思い
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ます。 

 

④ 今日得たことは、一つずつ私に落とし込んでいきます。その一つとは、品性です。品性の

中の感謝に絞ろうと思います。一つ一つに感謝していることは素晴らしいと思います。感

謝の在り方も学んでいきます。！あとは、経営とは自分を信じず。 

「品性溢れる感謝の環境くん」となり、関わる方々を包み込んでいきたいと思います     

私は感謝パワースポット  

次回まで、この状態を保てたら、なにかが変わります     

今日は古川先生、渥美さん、名古屋会場や zoom で参加した皆さん。素敵な学びの場と、 

温かい目で環境をありがとうございました❣❣(松本勇司) 

 

◎Comment 

 ありがとうございます。このような感想を頂けること感謝です。 

 

⑤ ●会社経営とは、苗木を風雪に耐え抜く大樹に育てる如くである  
⇒昨年 2月に起業し先月 1期目を終えたが、お蔭様で創業のための経費（特許出願や備

品購入の XXX万円）を「繰延資産」にすることにより「黒字」で締められる予定です。 

また、本日も多くの真理を学べ、2期は後述の「想いが正しければ、やり方が正しければ、

必ずお客様が来る」にて世の中のお役に立てる企業であり、「黒字経営」が出来る確信が

出来ました。 
●設立目的と動機 

・自分の欲のための起業は永続的な発展は望めない 

・「自分の能力で世間に貢献したい」は〇 

・果たしてお客様は来てくれるだろうか？ 

⇒想いが正しければ、やり方が正しければ必ずお客様が来る。(金井克治) 

 

◎Comment 

勉強会での学びを即、実践して下さること、大変うれしく思います。ありがとうございます。 

 

⑥ 経営者としての品性とプロッフェショナルになる為に調和が必要な事。(小林潤) 

 

◎Comment 

品性は 己と他人 世の道理 調和に進む 姿言うなり 

でしょうか？ 一生を通してのテーマと思います。 

 

⑦ 調和関係図が丸になっていけば自然に会社は大きくなっていくが、自身の器を考えてブ 

レーキをかけることが大切であることを学びました。(神農光一) 

 

◎Comment 

調和に進む意味が悟れるに従い、経営は夢に満ち溢れたものになっていくと思います。楽し

みです。「ブレーキをかける」とは常に自分自身を客観視することと思います。 
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⑧ 非常に勉強になりました‼ 

・小さな売上でも黒字化にこだわりたいと思います。 

・借りることが悪くないことが何となくわかり、安心感を得ました。 

・会社から借入れしてはいけない事、知らなかったです。(鈴木雅之) 

 

◎Comment 

 経営の樹はヒトモノカネの 3本の枝で育ちます。 

 ヒト(組織)：働きがいのある環境作り 

 モノ(営業)；オンリー1商品とサービス作り 

 カネ(財務)：黒字経営を支える体制作り 

 この 3本の枝の調和により、自ずと会社は発展してゆきます。 

 この中のお金を社長が借りて使うことは、公私混同となるだけでなく社長に対する金融業(貸

付金)となり、銀行と同業者になるからです。 

 

⑨ 「借入金」と「借金」の違いがわからず、苦労してしまいました。 

この会で勉強してやっとわかりました。もっと早く理解していればと思いますが、困って

いる人に教えて差し上げればと思います。(陸浦弘子) 

 

◎Comment 

 借入金、借金の違いがわからない社長はとても多いと思います。是非、教えてあげて下さい。 

 

⑩ 「売り上げを下げながら利益を出す」 

“率にこだわる” 40％の人件費率、15％(コスパは)営業利益にこだわる！ 

「赤字→ムリしてでも黒字に」 

売掛をしてでも黒に！！(溝口直子) 

 

◎Comment 

・売上利益率にこだわることが、「売上を下げながら利益を出す」ことへの出発点です。 

・40％の人件費比率は健全経営の条件です。 

・黒字にこだわることは、財務健全化の絶対条件です。 

 このように一つ一つが関連していることを理解出来るようになると楽しくなると思います。 

 

⑪ 経営というものを仕事として捉えることが必要であると学びました。経営の世界におい

ては自分を信じてはいけないということが心に残りました。どんな困難をも乗り越えてい

けるよう知識のみでなく、その知識を活かす知恵、世の中の真理を学んでいきたいと思い

ました。(渥美沙緒里) 

 

◎Comment 

 「人の話、つまり知識を信じると迷います」 

 「自分を信じると行き詰まります」 

 今までこのような経験をされたことはなかったでしょうか？人の話、つまり「知識」や自分を

信じて幸福な人生を送った人が果たして何人いるでしょうか？ 

 意外なことに極めて少ないことに気付くかと思います。 
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 どんなことがあっても揺るがないもの、それを持たなけば心の平穏は得られないと思います。

それを真理に求めています。少しずつ理解されてゆくと思います。 

 

⑫ 他では聞けない話で必死に聞いていますが、メモをすると聞けてなかったり。理解しなが

ら聞ける人達が凄いと思いました。古川先生の考え方が大好きで、人の為、自分の為の調

和、自分の能力を人に尽くすのが奉仕など心に響きます。実行出来る所から行動しようと

思いました。(安藤より子) 
 

◎Comment 

 この勉強会では、知識は必要最小限に止め、真理を中心に学んでいます。 

 知識は私たちが考えてきたことをまとめたものです。したがって、その考えた人の立場、時代、

環境により、常に変わり続けており、実に不安定なものです。 

そして、真理は全ての物事に対して当てはまるものであり、いつまでも変わることのない摂

理、道理です。 

その真理を陰陽思想や日本語から学んでいます。 

自分とは 自然の中の 部分かな 調和せずして 生きられぬなり 

世の中は 持ちつ持たれつ 立つ身かな 人という字を 見るにつけても 

 このように考えると、奉仕の心とボランティアは微妙に違うことに気付くと思います。 

 奉仕の心とは、己の出来ることを社会に役立てることです。 

 ボランティアは、他人のために助けてあげることです。 

知識と真理の違いが悟れるようになると、経営はもちろんのこと人生が楽しいものになって

ゆくものと思います。 

 

 

2.質問にお応えします 

Q１．銀行からの借入れは、増え続けなければ問題ないということですか？ 

 借りた金は返さねばならないというトラウマ的な意識があるので、借入れはどの程度まで

(割合)OKなんでしょうか？目安があれば教えて下さい。(鈴木雅之) 

 

◎Answer 

 借入れをすることは返済責任が生まれることになります。これは当たり前のことです。 

 しかし、返済については3つのタイプがあります。 

①返済に応じてくれない借入金 

②返済を迫られる借入金 

③強制的に取られてしまう借入金 

 借入金が①のタイプになれば、お金に困ることは一切なくなります。 

 松下幸之助氏が提言する「ダム経営」です。 

 借入限度額は、金利が営業利益内で納まっていることです。 

 昔、金利が3～5％の時代は年商内で納めることが常識でした。営業利益率と金利率が同額

という意味です。しかし、超低金利の現在はその常識は当てはまらなくなりました。 
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 したがって、営業利益が出ない会社は借入れは出来ないことになります。「お金は困ったら借

りるもの」は間違った考え方であることに気付かれると思います。 

 いずれにしても「借入金は会社の血液として健全に流れるもの」という基本を忘れなければ金

額はあまり問題ないように思います。 

 

Q2．繰延資産の意味が良くわからないです。(鈴木雅之) 

 

◎Answer 

 会社創立初年度は通常、経費となるガソリン代や交通費、広告費、その他が会社を創立する

ために掛かったから経費ではなく流動資産に計上しても良いということです。そして、その後、

少しずつ経費にして減らしていっても良い、というありがたい制度のことです。 

 

Q3．古川先生が「真理」は学べるとおっしゃって下さっていますが、体から流れる汗や血のよ

うに自然に「真理」が溢れてくるような人間になるには、相当な努力と真剣さが必要だと思い

ます。(口から真理を語れる人は多いかもしれませんが、本当に理解している人は少ないと思

います。)自分がそのような人間になれるかどうかまだまだ分かりませんが、これからも素直

に学んでいきたいです。(溝口直子) 

 

◎Answer 

 おっしゃる通りです。このような質問自体が真理の何か？を知っているということです。 

 真理の奥深さは誰にもわかりません。 

 私は 30歳の頃より、様々な世の中の矛盾に興味を持ち、以来、40年になります。 

 経営の真理については、経営学を学び、経営者として 25年を経験、経営学という知識の限

界を知り、52歳より真理というものを探求、最近になりやっと理解するための入り口に辿り着

いたように思っています。 

 

 真理は過去の聖人君子が追求してもわからなかったもののようです。 

 「老子」は「道の道とすべきは常の道に非ず」と言いました。 

 「孔子」は「朝
あした

に道を聞かば、夕べに死すとも可なり」と言いました。 

 お釈迦様は「死んであの世の極楽」と言いました。 

 イエスキリストは「死んであの世のパラダイス」と言いました。 

 松下幸之助氏は、このように言っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は最近になり、「なるほど、こういうことかな？」と思い始めているところです。 

 どうぞ気楽にお付き合い下さい。 

「今までの人間の発見した真理は、まだ極一部です。ですから、真理を活用してい

る面が非常に少なく、従って、真理の働きが人間の繁栄のために十分生きてきていな

いのです。私たち人間が、もっと真理を探求し、これを生かす道を知ったならば、人

間は無限に繁栄するでしょう。それは、まさに楽しさであり、天国でしょう。 

 しかし、それはまだなかなかです。まだまだ私どもには、とらわれた考え方があり

ますから、なかなか容易に真理が生きて働いてこないのです」 

(『松下幸之助発言集〈37〉』1992 年 PHP 研究所刊より) 
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Q4．僕の課題は、計画を数字にすること。数字は苦手なのか、頭に入って来ないので、数字を

好きになるか、他の好きなことと絡み付けて好きになるかしないと、好きになりにくいです。

そんな場合、お金を得ようとワクワクするためにはどうすれば良いでしょうか？また、古川さ

んは、お金を獲得する動機をどのように考えていますか？(松本勇司) 

 

◎Answer 

 お金は生活を便利にする道具と思っています。 

 ワクワクすることは「金持ちになる」ことと思います。 

 52歳で全てを亡くした時、私は金持ちになることを決意しました。 

 金持ちとは今あるお金に満足出来る人、そして使っても使ってもお金に困らない人になろう

と思いました。 

金持ちは 金に満足 出来る人 足る知る心 大切にせよ 

 以来、金持ちになり、20年が過ぎました。 

 今は快適な生活を送っています。 

 

Q5．自分の器が大きくなるというのがなかなか実感出来ないのですが、無理をせずにいられ

る事とは精神的に楽な状態の事でしょうか？  

お仕事を頂く上で求められる事が多く工程や人選に悩む事がない日々になるのかという思い

です。(小林潤) 
 

◎Answer 

 器というものを簡単に考えれば、器内に入っていれば、悩みはないということです。 

 1合枡には 1合以内であれば無理はありません。しかし、それ以上は絶対に入りません。 

 そして器の文字からは、人を生かすことにより大きくなるとも読み取れます。 

器は口が 4つあり、その間に大が入っています。 

 この口を手のひらを眺めながら考えてみて下さい。 

 親、他人、兄弟身内、子供の 4本が、中指の自分を中心に囲んでいます。 

 つまり、あらゆる人を大きく生かすことのように思えてきます。 

器とは 上下左右の 人々を 大きく生かす 姿言うなり 

 日常的には、今ある仕事を感謝と共に確実にこなしていくことではないでしょうか？ 

 

 

３． 体験談があったら教えて下さい。 

① 会社が自分一人になった時は不安に襲われましたが周りの方々に支えられて日々、乗り

切れています。まさに自分は運が良いと思います！(小林潤) 
 

◎Comment 

運は2種類あります。 

偶然性のもの＝宝くじが当たるなど 

必然性のもの＝運は作るもの 
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運の強い人は偶然でなったのではありません。運は作るものと思います。 

真理を学ぶことは、運を強くすることに繋がります。 

「流れに呑まれず流れに乗ることの出来る安心感」を持てることではないでしょうか？ 

 

② 過去の倒産の体験から、リースと借金が恐くてタブー視してしまった。(鈴木雅之) 

 

◎Comment 

 リースにしても借金にしてもその向き合い方一つと思います。その違いをよく理解していな

い経営者が多いように思います。 

 リースは借りることではありません。本来は資産なのに返済額を経費にしても良いというお

かしな法律です。 

 そのため、リースを使った詐欺まがいの商法が横行しています。充分考えて実行して下さい。 

 借金は黒字経営を続けている限り、怖いものでありません。 

 

③ 一年間学んで終りと思ったことがありましたが、この会に入会して学び始めるとまだ続き

があることを体験しています。(陸浦) 

 

◎Comment 

 知識の習得は卒業がありますが、真理に卒業はありません。 

 真理を学べば学ぶ程、周りがシンプルに見えてきます。 

 そして、どんな流れに遭っても冷静に判断出来るようになってゆくものと思います。この変化

を体験することは、人生の醍醐味と思います。 

 

④ 起業の目的と動機についてですが、若い人はほとんどお金儲けと答えるかと思います。私

も独立して20年が経過しますが同じ発想でした。20年の苦楽を経験したから、これから

起業したい人と出会った時は先生と同じ事を言うかと思います。しかしながら独立を望ん

でる若い人はノリと勢いと自信しかありません。落ち着いてこのような事を考え聞き入れ

る事ができるかは分かりません。独立して経営難に陥って初めて危機感を覚え、聴く耳や

アドバイスを受け入れる事ができるようになると思います。支払いができなくなった時、

売上を伸ばす努力をする。普通な発想かと思いますが、逆に先生の言ってる売上を減らす。

と言う発想は夢にも思いませんでした。まだまだ勉強不足、経験不足を痛感致します。(宮

村康弘) 

 

◎Comment 

 おっしゃる通りです。 

 私も売上げを減らさないと利益が出ないことに気付いたのは、会社を全て無くして再建の仕

事に携わってから悟ったことです。 

 「売上を増やそう」は売上げが伸びていない会社の発想です。 

 何故、伸びていないか？その原因を究明して悪かった点を直すことにより、売上げは伸びる

ことは当たり前のことです。 

 それをしないで、売上げを伸ばそうとしても利益には結びつきません。 

次頁(真理編113頁)売上至上主義の弊害を参照下さい。 
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〈売上至上主義の弊害〉 

厳しい競争社会にあって「売上げを上げながら利益を上げる経営」を続けること

は大変な努力を強いられます。客観的に考えれば社会全体の需要が大きくならない

以上、不可能であることは明らかです。 

売上げは3本の枝の調和により上がるものであり、営業だけの力で上がるもので

はありません。売上げを上げようとすると一時的には上がるものの必ずと言ってい

い程、その反動により落ち込むものです。売上げ至上主義の弊害を考えてみましょ

う。 

〈売上至上主義の利益減少過程〉 

売上げアップを計る 営業部を重視する 

営業経費が増加する 一般管理費が売上げに比例して増える 

労働時間が増加する 残業代が増加すると同時に社員の意欲が低下する 

売上げは増えるが同時に経費も増え、利益は出ない。 

経営は良くなるどころかムラ、ムダ、ムリの反動により、却って悪化する。 

お客様サービスの低下に繋がり、離れていく（悪循環に陥る） 

営業利益は下がる。それどころか以前よりも悪化する。 

 

 ほとんどの会社が、この過ちを繰り返しています。これを反省、「売上げは上げ

るものではなく上がるもの」であることを悟りましょう。 

そこで、「売上げを減らしながら利益を上げる」ことを考えたらいかがでしょう

か？矛盾しているように思われますが、決して矛盾していることではありません。 

売上は3部門（ヒト、モノ、カネ）の調和により、達成出来るものだからです。 

 

〈売上減少主義の利益上昇過程〉 

売上利益率を重視する 販売品目のチェック、利益の悪いものを切る 

売上高を下げる 一般管理費が下がる 

労働時間が減少する 社員にムリがなくなり意欲が上がる 

売上げは減っても利益率上昇、経費削減。利益が出る。 

ムラがなくなりムラ、ムダ、ムリも自然に消え、社員の自覚が生まれる。 

お客様へのサービスに繋がり、紹介などが増える。 

営業利益が上がり、給与も上がる。 

以前に比べ少ない売上高で利益が出るようになる。 

 

☞この過程は冷静に眺めれば至極当然のことです。 

 しかし、ほとんどの経営者は売上アップに目がいってしまいます。 
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４． 勉強会で学んだ考え方・方法を実践して具体的に変化はありましたか。 

① 販管費の見直しと人件費の見直しをした事で収支に目が届く様になり安心感があります。

(小林潤) 
 

◎Comment 

 毎月の収支は翌月の10日にはまとめたいものです。これを収支計画の作り方としてサブ講

義に取り上げたいと思います。 

 収支がわからないで経営をすることは、本来あり得ないことです。それに気付かれたことは大

きな進歩と思います。 

 

 

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 感謝溢れるオーラを纏った経営者となりたいと思いました！(松本勇司) 
② なんとなくやってきたことが、先生のお話にリンクすることがあって安心に繋がりました。

当社の経営理念は、人のご縁を大切につなぐことで、全従業員の物心両面の幸福を追求

し、地域社会に必要とされる企業を目指すです。これに恥じぬよう日々勉強していきたい

と思いました。(神農光一) 
③ 色んな方に求められ培った技術で社会貢献し誇れる様な経営者になっていきたいです。

(小林潤) 
④ 会社はもちろん、社会の役に立てるような人間に成長したいです。(安藤より子) 
⑤ 周りの人たちと共に豊かになる経営者でありたい‼(鈴木雅之) 
 

◎Comment 

 いずれも大きな目標を持たれ、素晴らしいことです。 

 その目標にこの会がお役に立てればこれ以上の喜びはありません。 

 

⑥ 今日、勉強させて頂き、コスパの「経営理念」が本当に良く、人事として社員に伝えるべき

時にも、「うちの経営理念にもあるでしょ～～」と人に伝えたい時も模範になり、社員にも

伝えやすい。経営するにあたって「経営理念」が必要なんだと思いました。 

第1章起業についてありがとうございました。(溝口直子) 

 

◎Comment 

 このような社員を持つ社長は、幸福と思います。 

 素晴らしいの一言に尽きます。 

以上 


