はじめに
この小冊子は、起業を通じて夢を実現しようとしている
起業家を応援するために作成しました。
主人公の江坂君（仮名）は、８年勤めた会社を辞めて、
起業家としての道を歩む決意をしました。
やる気満々！先走る江坂君。

「起業を起業で終わらせないために大切なことは何か」

sample

江坂君が専門家のアドバイスで立ち止り、
経営者として成長していく物語です。

ＮＰＯ法人 江坂-起業家支援ネットワーク
理事長 高木 学

登場人物紹介
新米起業家

江坂君

サラリーマン時代に貯めたお金があるものの、
その他にあるのは、やる気だけ！
思い立ったらすぐに進みたがるせっかちさん。

【想いの話 担当】

【人財の話 担当】

経営指針で夢を叶える！
経営革新コンサルタント

社会保険労務士
人財コンサルタント

高木 学

横瀬 克之

【営業の話 担当】

【お金の話 担当】

行政書士
営業コンサルタント

情熱と誠意の
税理士

内田 俊

金谷 修司
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第１章 起業するときの大切な話
「どんな人にどうやって」を考える

想いを伝える「経営理念」を作る

さあ、これからはやりたいことをやって、お金を稼ぐぞ～！
さっそく、事務所を決めて、手続きをして……

僕なりに考えてみました！
僕は○○の人たちのために、△△をしていきたいと思います！

ちょっと待って！

そうか。じゃあその

江坂君

高木

起業するのは自分のやりたいことをして、
お金を稼ぐためだけなの？

sample
えっ？いけないんですか？

江坂君は、

どんな人に、どうやって喜んでもらう

想いを伝える「経営理念」を作ってみよう。

sample

経営理念？
聞いたことはあるけど、もう少し会社が大きくなってからで
いいんじゃないんですか？

うーん…それは考えたことなかったなあ。

会社の大きい小さいは関係ないんだよ。
江坂君が今考えてきたことを文章にしておくことで、
江坂君の会社が目指しているものが、
お客さん、そして将来必要になるであろう社員さん達、
みんなにわかりやすくなるんだよ。

お客さんが喜んでくれて、お金を払ってくれて、
それではじめて商売が成り立つんだよ。

なるほどなあ。
でも、どんなものを作ったらいいのかピンとこないなあ。

つもりなの？

はじめのうちはうまくいっても、
自分のためだけの商売は続かないんだよ。
必要とされることで続けることができるんだ。
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ホームページで、いろんな会社の経営理念が
どんなものかを調べてみるといいよ。
わからないことがあったら、またおいで。
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「５年後のビジョン」を描く
まだまだだけど、経営理念を作ってみました！

そうか。よく頑張ったね。

じゃあ、さっそく事務所を借りて……

sample
ちょっと待って！

理念だけでは続けていけないよ。
経営理念は空に輝く星のようなものだから、

手の届く範囲の５年後のビジョンを描くんだ。

え～っ！
まだ起業もしていないのに、先のことは分からないよ～。

江坂君は「免許も持たず」「行き先も決めず」
車を運転するのかな？

理念

カーナビをイメージしてごらん。
まず目的地を入れるよね。
これがビジョンなんだ。
カーナビは現在地を
把握して、渋滞や
通行止めは通らないなど、
最適なルートを探して
方針1( ルート1) →
目的地に
向かわせてくれる。

ビジョン
( 目的地 )

sample
自社の状況
( 現在地 )

時代の流れ
↓

↑方針２( ルート2)

経営も同じで、
まずは５年後のビジョンを決めて
経営方針・戦略を決めるんだよ。

う～ん、でも、どうやって考えたらいいのかわかんないや。

なりたいイメージを想像して、それを数字で表すんだよ。

そんなことするはずないじゃないですか！

そして世の中が変わってもビジョンに到達できるよう方針を
決め、目標は３年後、２年後、１年後と未来から遡って設定
していくんだ。

そうだよね。
だけど、経営者の中にはそんな人がいるから
事故（倒産や廃業）が起きるんじゃないかな。

５年後か～。
固定客は100人ぐらいで、社員は５人ぐらいかな～。
なんとなく５年後が見えてきました！
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「何屋さんで何をする人か」を明確にする
５年後のビジョンもはっきりしたし、
今度こそ、事務所を借りて……
江坂君

ちょっと待って！

内田

江坂君は「○○の人達のために、△△をしていきたい」
と言っていたけど、
「メニュー作り」と「価格設定」はできていますか？

sample

えっ？メニューと価格設定？
そんなの、その都度お客さんと相談して決めたらいいと
思っていたんだけど。

細かい点は相談しながらでもいいんだけど、
大まかなメニューや価格は先に決めておかないと。
江坂君だって、レストランで「なんでも注文してください！」
と言われても、
漠然としすぎているし、値段もいくらかわからないんじゃ、
安心して注文できないよね。

でもなんだか他と似たような感じになっちゃいそうだなぁ。

大丈夫ですよ。
メニューが決まったら、
その中から自分の特徴や強みを生かしたサービスや商品を
考えるんです。

sample
僕にしかできない事を考えるんですね！

そう言うこと！
江坂君が

「何屋さん」で「何をする人」なのかを
はっきりさせることで、
印象づけることもできるんですよ。

どこに頼もうかな～と思った時に、そう言えば！って
思い出してもらわないとね！

そっか～。わかりました！

そう言われればそうですよね。
特に意識してなかったけど、
メニューと価格が決まっているから、安心して注文できるん
ですよね～。
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ビジョンを実現するための事業計画を作る

江坂君

よし！理念も５年後のビジョンもできた！
メニューと価格設定もできた！
今度こそ、いよいよ事務所を借りて……

ちょっと待って！

江坂君、お金のことは考えているんですか？
金谷

sample

働いていた時の貯金があるから、
しばらくは何とかなると思います。
足りなくなったら、銀行で貸してもらえるんですよね？

借りるのも返すのも計画的にしないとダメだよ。
事業計画書はできてるのかな？

えっ？事業計画書？
そんなものいるんですか？

銀行も貸したお金は返してもらわないといけないからね。
事業計画を見て、きちんと返してもらえる会社かどうかを
判断するんですよ。

そうなのか～。でもどういうふうに作ったらいいんですか？
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江坂君が今まで考えたことを文字や数字を使って、
目に見えるものにしたらいいんですよ。
江坂君が考えた
「どんな人にどんなふうに」という事業の内容、
５年後のビジョン、方針、目標。
そして、目標に対する月、日々の計画。計画の中には、
売上や仕入れ、家賃などの経費や人件費に関すること、
借金の返済も含めます。

sample

事務所の家賃や設備費など
必要経費

従業員の人件費

仕入れ代

事業計画書を作ることによって、
ビジョンを実現するために何をしないと
いけないかが、はっきりとしてくるんですよ。

だから、お金を借りる借りないに関係なく、
作ったほうがいいでしょう。

そうか～。そう言われれば、
今まで考えたことは、僕の頭の中にしかなかったな～。
なんとなく、イメージがわいてきました。
一度作ってみるので、できたら見てくださいね。
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第２章 人と共に働くために大切な話
会社を成長させるために人を雇う

皆さんに起業前に大切なことを教えていただいたお陰で、
無事に起業できました！
江坂君

だんだんと１人では大変になってきたので、
誰かに手伝ってほしいんだけど、
人を雇うのと、外注とではどっちがいいんですか？

sample
それは、どっちがいいと言うものではなく、
そもそもの目的が違うんですよ。

横瀬

一時だけの成果を求めるなら、外注でもよいのですが、
継続的に成果を求めるなら、人を雇ったほうがよいでしょう。

成果は継続的な方がいいけど、人を雇うと、
保険とか何かと手続きしないといけないんですよね～。
江坂君「人を雇う」ということは、
その人が組織の一員になるということなんです。
人は、会社の財産なんですよ。
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確かに、はじめは保険の手続きや教育など、
大変と思うこともあるとは思いますが、
将来的には、社員が成長して、
よりよい仕事ができるようになるんです。
結果、会社も成長することになります。

sample
そうなんですね～。
手伝ってもらえればいいと思っていたから、
そんなこと考えてもみなかったなあ。

それに、人を雇うということは、江坂君の考えている、
「ビジョンに向かう人が増える」
ということでもあるんですよ。

そっか～。
そうなると心強いですね！
ビジョンでは社員採用も考えていたけど、
そこまでは考えてなかったです。
なんだか５年後が楽しみになってきました！
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採用する時は「来てほしい人材像」を描く
人を雇うことにしました！
できる人が来てくれたらいいなぁ。

ちょっと待って！

できる人ってどんな人ですか？

sample
う～ん……
そう言われれば、できる人ってどんな人だろう？
やる気がある…
仕事が正確…
仕事が速い…
人柄が良い…

一口に出来る人といっても、
いろいろな角度から考えていく必要があるんですよ。
現状の会社の状況から、
どんな仕事をしてもらうのかを考えた上で、

来てほしい人材像を描いてみる
ことが大切なんですよ。

なるほどね～。
でも、来てほしい人材像がはっきりしても、
どうやって書類と面接で見分けたらいいんですか？
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それにはいい方法があります。
その人の過去の行動の事実を具体的に聞くんです。
例えば、
リーダーシップがあると言う人が面接に来たとしましょう。
私にはリーダーシップがあります。
以前勤めていた会社では主任をしており
部下を育て、部署の売上を伸ばしました。

sample

この話だけで、
リーダーシップがあると判断してはいけません。
どうやって部下を育てたのか、どんな工夫をしたのか等、
もっと詳しく、具体的に聞くんです。

頑張っているのに営業成績の伸びない部下に話
を聞いてみると「商品を売らなければならない」
と思いつめているようでした。
私は「営業はお客様の役に立つ仕事だと思って
いる」と部下に考え方を伝えました。
営業に対する考え方を変えることができた部下
は、営業成績を伸ばし、部署の売上アップに貢
献してくれました。

このように具体的に答えられる人は、
本当にリーダーシップがあると見ていいでしょう。
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社員が「やりがいのある会社」にする
この前採用した社員なんですが、
最近どうもやる気が感じられないんです。
描いた人材像にピッタリだと思ったんですが、
どうしたんでしょう？
給料を上げたら、またやる気を出してくれますかね～？

給料を上げて、一時的にはやる気が出たとしても、
長続きはしませんよ。
社員が、どんなときに満足と不満足を感じたかの調査結果で、
おもしろい結果が出ているんです。

sample
満足を感じた事例

・達成
・承認
・責任

・成長
・昇進
・仕事そのもの

不満足を感じた事例

・監督方法 ・労働条件
・対人関係 ・給与
・方針と管理

江坂君が会社勤めをしていた時を思い出してみてください。
心当たりがあることも、あるんじゃないかな？
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だから、給料に不満があるからと言って給料をあげても、
満足を感じないことにはやる気が長続きしないことは、
目に見えています。
具体的には
「仕事を達成する喜びを実感すること」
「仕事の結果に対して承認されること」
「仕事そのものが楽しくなるよう工夫すること」

sample
そうですよねぇ。
やる気まんまんだった頃を思い出しました。

それと、もう一つ。
会社の「目指すべき方向」に共感できているかということ。
みんなが同じ目的に向かっている
仲間だということを実感すると、
組織の一員としての連帯感が生まれ、
仕事に対するやりがいも感じられるでしょう。
ここで活躍するのが、江坂君が作った経営理念。
自社の経営理念について、
一度社員さんと話し合ってみて下さい。

わかりました！
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社員が「成長し続ける会社」にする
おかげ様で、
社員もやる気が出てきて、
やっと一息つけるようになりました。

じゃあ、今度は社員教育をしなくっちゃね。

sample

社員教育もしたいけど、
お金も時間もかかるしそれに、
せっかく育てた社員が辞めてしまったっていう話、
よく聞きますよ～。

江坂君、その考え方は全く逆ですよ。
会社を辞めていくのは
「この会社では自分自身が成長できない」
と感じた社員さんなんです。
長く続けてもらうためには、
社員さんが「成長し続ける」状況を作ることが
大切なんですよ。
何度も言うようですが、江坂君にも身に覚えがあるのでは？

言われてみれば、ホントそうです……
立場が変わっちゃうと、忘れちゃうんですよね。
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あと、就業規則を作っておかなくちゃね。

就業規則か～。
今は社員１人だし、特に必要性を感じていないんですが、
それでも必要ですか？

sample

法的には10名以上労働者を使用している場合に
必要なのですが、就業規則は
「会社で働く社員さんが守るべきルール」
「会社が社員さんに課すべき労働条件」を
明示しているものだから、
社員さんを守ると同時に会社も守ってくれるものなんですよ。
今後のこともあるし、社員が少なくても、
作っておいたほうがいいでしょう。
＜就業規則がないと……＞
労働条件が
コロコロ変わると
安心して働けない！

ルールが無ければ
もめごとの原因に！

なるほど。じゃあ早速作ってみようかな。

本屋さんに行けば、
中小企業向けの就業規則の作り方に関する本があるので、
まずは簡単なルール作りだと思って
チャレンジしてみてください。
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第３章

営業をするための大切な話

営業は「お客さまの役に立つ」活動

社員も採用したし、
売上を伸ばしていかないといけないので、
営業をしようかと思うんだけど、営業って苦手なんだ。
江坂君

ノルマ… 飛び込み…
売り込み…

内田

sample
江坂君、それは
営業＝「売る」「売らなければならない」
と思っているからではないですか？

えっ？
違うんですか？

営業は何も「要らない」と言っている人を無理やり説得して
「買わせる」ものではないんです。
営業は売り込むのではなく、

お客さんの役に立ったり、
お客さんを助けるものなんです。
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江坂君も、同じものを買うなら、
いきなり売り込みに来た人ではなく、
困った時に親身になって助けてくれたり、
役に立つ情報をくれたりする人から
買いたいんじゃないかな？

そうですね。
高木さんも
「自分のためだけの商売は続かない。
人に必要とされることで続けることができる」
って言ってましたけど、そういうことなんですね。

sample
そういうこと。
それに、そうすれば自分の中でも
「今回はお役に立てなくて、残念だった。
次回はお役に立てるように頑張ろう！」と
前向きに考える事ができるようになります。

そっか～。
営業に対するイメージが変わりました！
なんだか楽しみになってきたなあ！
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営業に行く前に訪問先のことを調べる
じゃあ、まずは飛び込み営業をして、
新しいお客さんを開拓しようと思います！

ちょっと待って！

確かに場合によっては「飛び込み営業」が
必要な場合もありますが、
何の準備もなく、むやみやたらに飛び込んでも、
相手に警戒されるだけですよ。

sample

えっ？でも、内田さんに教えてもらった
「お客さんの役に立ちたい」っていう気持ちがあれば、
なんとかなるんじゃないかと……

私も昔、ビルの上から下まで全部といった
飛び込み営業をしていましたが、
断られ続けてモチベーションが下がるだけでした。

じゃあ、新しいお客さんを開拓するには、
どうしたらいいんですか？

まずは、訪問する会社のことを調べるんです。
相手の役に立とうと思うのなら、
その会社や経営者のことを知らないと、
役に立つこともできないでしょう？
― 20 ―

確かにそうですね。

そして、調べたら、
「話す内容」
「聞く質問」
「最後の落としどころ」
という形で台本を作るんです。
営業は「筋書きのあるドラマ」なんですよ。

sample
それから、アポイントを取って、
きちんと会ってお話しするのが基本です。

アポイントか～。
お客さんのことを考えたら、当然のことかも。
あっ、
でも相手が個人のお客さんだと、
調べられないですよね。

そういう場合は、
まず自己紹介チラシやはがきを事前に配ったり、
送ったりするんです。
そして、お客さんに届いた頃を見計らって
「先日、チラシ
（はがき）
を配らせて
（送らせて）
いただいた
江坂と申します。ご覧いただけましたか？」
って連絡するんです。
そうするといきなりの飛び込み営業に比べて、
飛躍的に会える確率は上がるでしょう。

なるほど～。やってみます！
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「信頼してもらうこと」からはじめる
新しいお客さんと会うことができました！
でも契約は取れませんでした…

そうですか。
でも気を落とさないでください。
初めての訪問で売れることはほとんどありません。
逆に初めてで売ろうとしても
お客さんに引かれてしまい、壁を作られてしまいますよ。

sample
じゃあ、やっぱり何度も通って売り込むの？

江坂君、さっきも言いましたが、
営業は「要らない」と言っているお客さんを説得して
買っていただくものではないんですよ。
買っていただく可能性のあるお客さんを
継続してフォローして、「買いたい」と思ったタイミングで
買っていただくのが営業なんです。

えっと～、じゃあ
まずは「お客さんの役に立つこと」を考えないといけないん
ですよね。

そうです。
お客さんに会ってすることは、売り込むことではなく、
お客さんのことをもっと知ることなんですよ。

「どんな情報を必要としているのか」
「どんな時に仕事を頼めるのか」
「どんな人を紹介してほしいのか」

ということを十分に聞くんです。
そして、見返りは求めず、実際に情報を送ったり、
仕事を依頼したり、人を紹介したりして、
お役に立てるように動くんです。
自分の専門外のことを聞かれても、
自分の情報や人脈で解決してあげるのです。

sample
そして、江坂君を

人として信頼、信用してもらうことが大切なんです。
なるほど。そのためには、もっともっと勉強したり、
人脈を広げたりしないとダメですね！

夜の時間を仕事ではなく、
自己啓発のために使うといいですよ。
情報収集！
自己啓発！
人脈構築！

残業
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第４章

お金の大切な話

利益（＝儲け）だけを追求してはいけない

江坂君

利益をもっともっと出したいんですけど、
どうしたらいいんでしょうか。
やっぱり売上をあげて、経費を減らすのが基本ですよね。

そんなもんなんですかね～。

ちょっと待って！

sample

江坂君はなんで、利益をもっともっと出したいんですか？

金谷

江坂君、利益だけを考えていてはダメなんですよ。
確かに「利益」は会社を続けて、発展させるためにはなくて
はならないものだけど、かといって、
利益だけを追求すればよいというものでもないんです。

そりゃあ、利益が出たら、
その分で僕の給料ももっともらえるでしょ！
貯めた貯金は会社を作る時になくなっちゃったし、
まだまだ遊びたいし、欲しいものもいっぱいあるし…

家
車
飲み会

sample
利益だけを追求していると、
賢いお客さんはすぐにわかるんですよ。

お客さんが不満に感じたり、
社会に反するようなことをしたら
お客さんは逃げてしまって、
売上も利益もあがらなくなってしまいます。

そう言えば、お客さんよりも会社の利益を考えて、
情報を隠したりしている会社は、
結局バレて潰れたりしていますね。
逆に、
会社の利益よりもお客さんのことを考えている会社は、
結果的に売上が伸びたりして……
結局は、会社や自分のことだけを考えていると続かないって
ことなんですね。
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「必要な利益」を考える
とは言うものの、会社を続けていくためには、
利益は必要なんですよね。
どれくらい利益を出したらいいんでしょうか。

でも、ここで気をつけなければならないのが、
出た利益の４割が税金になるということ。
もしお金を借りていたら、
残りの６割の中で、返済を考えないといけないんです。

だんだん経営者らしくなってきましたね。
出た利益をどう使って
どれだけ残すかを考えるのは
経営者にとって大切な仕事なんですよ。

例えば、返済だけを考えたとしても、
月々10万円返済しようと思ったら、年間120万円でなく、
200万円の利益が必要となるんです。

sample

必要な利益を確保するためには、
お金の使い方をしっかり考える事が大切なんです。

どうやって計算したらいいんですか？

まず、会社の経費や人件費など、
最低限必要なお金が要りますよね？
その金額に、増やしたい経費・増やしたい人件費を
足したものが必要な経費になりますから、
利益を確保するために売上はもっと必要になりますよね。

sample
え～っ！借りるとなるとその辺も
ちゃんと考えないといけないんですね。
それじゃあ会社にお金が残らないや…

そうです。
本当に必要なことにお金を使おうと思ったら
余計なことにお金を使っていたらダメ！
そして、返せないお金は借りない
ってことも大切なんですよ。

ほんと、そうですね。
しっかりと利益の計画を考えないといけないですね。

なるほど～。
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「貸したいと思う経営者」になる
そう言えばこの前、
経営者は金融機関との付き合い方が大切だって
聞いたんですけど、どういうことなんでしょう。

そうですね。
普段から顔見知りになっておくということも必要ですが、
それよりも金融機関が
「貸したいと思う会社」
「貸したいと思う経営者」
になることが大切なんです。銀行も貸したお金は
返してもらわないといけないですからね～。

sample
貸したいと思う会社って？

まずは経営者が
「数字のことがわかっていて、数字を意識して経営している」
こと。
必 要 な 利 益 を 確 保 す る に は、
あとどれだけ売上を
上げなければならないのか？

会社の固定費がいくらだから、
いくらの売上で
損益がトントンになるのか？

自分の会社のお金のことがわかっていない経営者には
心配で貸せないですからね。
そのためには、月々や日々の記帳も大切にね。
それから、会社の目標を数字で語れるということも
大切なんですよ。
目の前の売上だけでなく、
将来のことを考えた売上作りに取り組んでいる経営者
ってこと。

sample
経営者の人間性や経営姿勢などを含めた
経営者としての資質も大切ですね。

なるほど。
つまり、経営理念や将来のビジョンをしっかりと持っている
経営者ってことですね。

その通り。
そして、理念やビジョンを元に、方針や目標をはっきりさせ、
具体的な数字まで考えた事業計画をもっているような
経営者なら、銀行も安心です。

それじゃあ僕は大丈夫！
これも、
皆さんに「大切な話」を教えてもらったおかげです。
これから僕も、一人前の経営者として、
事業を続けていけるよう頑張ります。
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おわりに

江坂君

起業するためには、お金と思い切りの良さがあれば
なんとかなると思っていましたが、
それは間違いだったということに気がつきました。
それだけだと、続かないんですね！
これからは理念をもとに、
お客さんに必要とされる会社となるよう、
まずは５年後のビジョンに向かって
頑張っていきたいと思います。

sample

また何か困ったことがあったら、よろしくお願いしますね！
江坂-起業家支援ネットワークの皆さん、
ありがとうございました！

高木

現在、吹田は開業率、廃業率とも
府下でトップ水準となっています。
開業した会社が廃業せず、続けていくことができれば、
活気あふれた街になるでしょう。
そのために、少しでもこの小冊子がお役に立てばと思います。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
江坂君、経営者としてひとまわり成長したようですね。
私たちも嬉しく思います。
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私たちには、夢があります。
「10年後の吹田市は、開業率が全国１位で、廃業率は最低水準に。
地域の若者は、江坂での起業や地元の企業に就職し活気にあふれ、
地域の経営者たちは毎月の異業種交流会で、
より一層の連携を強めている」というものです。
夢の実現に向け、
「会員が相互に資質を高めあい、
事業の維持発展に努めるとともに江坂駅周辺をはじめとした
北大阪の起業を促進し地域経済の発展に寄与する」ことを目的に
2011 年１月「江坂-起業家支援ネットワーク」を発足、
2012 年３月にNPO法人化しました。

sample

地域の中小企業の発展に貢献するため、
すいた地域雇用創造協議会のセミナー講師や、
2011年４月にオープンした江坂-起業家支援センターの
運営に協力するなど、日常的に起業家支援を行っています。

私たちは、
知り合った起業家が経営者として必要な能力を身につけ、
社員とその家族、そしてお客さまを大切にし、
地域から必要とされる会社をつくりあげるお手伝いをしています。

ＮＰＯ法人 江坂-起業家支援ネットワーク
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ちょっと待って！

起業家が知っておくべき 4 つの大切な話
～専門家が明かす 続いている経営者の共通点～
2011 年 9 月 1 日
2012 年 4 月 1 日
2013 年 9 月 1 日
2014 年 4 月 1 日
2017 年 4 月 1 日

初版発行
第 2 版発行
第 3 版発行
第 4 版発行
第 5 版発行
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