
ビジョン式
経営計画書の作成・
活用方法を身に付ける　
5DAYS 実践ワークブック

本書を手に取って頂きありがとうございます。
ビジョン税理士法人の鈴木宗也と申します。

この本は、「これから経営計画書を活用して経営をしていきたい」
しかし、「経営計画書に関しては、ほぼ素人で一体何をすればい
いのか分からない」という方に、5 つのポイントで、活用のため
に必要な知識や作成・活用スキルなどを身につけて頂くために作
りました。

この本をしっかりとご覧頂き、実践して頂ければ、あなたは

はじめに

ビジョン税理士法人　
鈴木　宗也

・経営計画書の効果的な活用法
・経営計画発表会の開催方法
・経営計画書作成における秘訣
・経営計画書を浸透するコツ

など、今、おそらく頭を抱えさせられている悩みや疑問を解決することができるでしょう。
ぜひ、経営計画書を作成・活用をしたい中小企業の経営者はご覧下さい。
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ビジョン税理士法人サービスのご紹介

ビジョン税理士法人は、経営計画書と月次決算書を活用した、中小企業向けの成長支援
サービスを行っております。

無料相談や経営計画作成の半日体験会、１ヶ月お試しの税理士顧問、などを無料で実施
しております。
現状のご相談等もいただけましたら、ご回答させていただきます。
お気軽に下のお問い合わせリンクよりお送りください。

「経営計画作成」半日体験会、又は「経営計画作成」
 <2Days> 勉強会
https://suzuki-tax.net/seminar_plan/

無料相談
https://suzuki-tax.net/consultation/

１ヶ月お試しの無料税理士顧問　
https://suzuki-tax.net/service/report/

◆◆

◆◆

◆◆
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本書の使い方

本書は 5 のポイントで、あなたの会社で経営計画書の作成活用のために必要なスキルを
身につけて頂くためのものです。
一日ごとにやって頂くことは、次の 3 つのパートに分かれています。

今日の学び
その日に学んで頂きたい内容や知識、全体像を解説しています。

今日のタスク
その日に学んだことを、しっかりと頭に落とし込むために、行って頂きたいタスクを書い
ています。

今日のまとめ
その日に、学び実践して頂いた事のまとめです。

本書は 5 つのポイントで、あなたの会社で経営計画書の作成活用のために必要なスキル
を身につけて頂くためのものですが、ご自分のスペースで一つ一つ着実に身につけていっ
て頂けると幸いです。

はじめる前に

本書は、あくまでも、これから経営計画書を作成・活用を始めたい初心者の方に運用の基
礎を身につけて頂くために書かれています。

実際のビジョン式経営計画書の作成では、これよりも更に、一つ一つのステップが深くなっ
ていきます。

例えば、経営計画書の目標数字で必要となる中期事業計画の作成ステップや高収益事業構
造の全体像の理解など。

しかし、本書の内容をしっかりと実践して頂ければ、そのような経営計画書の作成・活用
テクニックを取り入れる際も、スムーズに理解し、より大きな結果を得られるようになる
でしょう。

そのための第一歩として、ぜひ真剣に実践して下さい。

◆◆

◆◆

◆◆
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DAY 1
経営計画書のツールとしての価値と効果的な作り方を知ろう

DAY 2
経営計画書作成実践編 その❶　

経営計画発表会にあたっての作成にチャレンジしよう

DAY 3
経営計画書作成実践編 その❷　

組織図の作成にチャレンジしよう

DAY 4
経営計画書作作成実践編 その❸　

経営計画発表会の開催にチャレンジしよう

DAY 5
経営計画書の活用と社員への浸透の基本を再確認しよう

目　次
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今日は、経営計画書のツールとしての価値の理解をし、そして経営計画書の作成のために
必要なツールの使い方まで把握しましょう。

経営計画書の価値

経営計画書の価値は、会社の目的を明確にし、さらに目標も設定することで、「何をしな
ければならないのか」を明らかにできることです。
成り行き任せの経営から脱却し、社員のモチベーションが上がり、そして社長の考え方や
価値観を全社員に浸透させることで、理想とする会社作りを実現させる道具（ツール）です。

なお、ビジョン税理法人が、経営計画書の支援をしているお客様で、倒産した会社は過去
に一社もありません。
例え、コロナ禍であっても、経営計画書を活用しているお客様は、倒産をした中小企業が
一社もないことが、経営計画書の価値の証明です。

経営計画書に対する誤解を解こう

経営計画書は、数字を中心に作成するものと勘違いしている方が非常に多いでしょう。

経営計画書は、目標数字も設定しますが、ただ単に数字を羅列するものではなく、会社の
目的、経営理念、行動指針、戦略、戦術など、経営の全体像を記載します。
経営計画書に数字だけを掲げても、人は動かないので、本来の効果は発揮できません。

経営計画書は、融資や補助金獲得のためのツールではなく、あくまでも「経営を行うため
のツール」です。
中小企業で、経営の柱を経営計画書にすれば、大きな威力を発揮します。
そのためには、経営計画書の作成には、実績のある経営計画書の型を参考に、他社の事例
をベースに作成することを、お勧めします。

実績のある経営計画書をベースにして作成するためには、元の経営計画書のデータが必要
です。
今日のタスクでは、ビジョン税理士法人の経営計画書サンプルデータのダウンロードの
URL のご紹介から活用方法について説明します。

今日の学び

DAY 1
経営計画書のツールとしての価値と

効果的な作り方を知ろう
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1．経営計画書のサンプルをダウンロードしよう

今日は、経営計画書のサンプルを入手するために、早速ダウンロードしておきましょう。

　経営計画書のWord サンプル　ダウンロードはこちら

サンプルの経営計画書を読み、自分はこれからどのような会社作りをしたいのか、何のた
めに、誰のために会社を経営しているのか、を考えてみて下さい。

「何のために」、「誰のために」会社経営をしているのか、この答えが分かれば、あなたが
これから会社運営をしていく中で、大きなアドバンテージとなります。

２．経営計画書の作成をはじめてみよう

経営計画書の作成は、サンプルデータをベースにして作成することを基本とします。
ゼロから経営計画書を作成しようとすると、思うように進みません。

そして、経営計画書の作成で大切なことは、完璧な経営計画書を目指さないことです。
完璧を目指すと、いつまで経っても経営計画書が完成しません。

経営計画書の目的は、良い会社作りであって、素晴らしい経営計画書を作成することが目
的ではありません。

サンプルの経営計画書を読み、同意できる箇所はそのまま活用し、サンプルと考え方が異
なる個所は思い切って文章を削除することで、自社の経営計画書になります。
例え、良いことが書いてあっても、自社で、今はできない箇所は、思いきって削除して下
さい。

できないことが経営計画書に書いてあると、実行しなくても良い経営計画書になるため、
社内で経営計画書の浸透が進みません。

今日のタスク
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「経営計画書」にとって、最も大切なのは経営者の想いです。

そして、数字は、経営計画書に掲げている経営理念や使命感、戦略、戦術が正しかったの
か、そして、社内で経営計画書が正しく実行されているかをチェックするための指標です。

経営計画書は、良いサンプルを活用して完璧を目指さずに作成して下さい。
自社オリジナルの完璧な完成よりも、経営計画書の実行に重きを置いて下さい。
そして、経営計画書に即効性を求めないことも重要です。

経営計画書を作成して、すぐに効果が見られないから活用を辞めると、会社は何も変わり
ません。
経営計画書は、考え方や価値観など、根っこの部分から、会社を変えていくツールです。

経営計画書を作成した後に、常に持ち歩き、経営計画書に書かれていることを、社長が率
先して実行することが、とても重要です。

まずは社長自身が、経営計画書に書かれていることを「愚直に実践」することからはじめ
ましょう。

経営計画書の作成ポイント

・良い経営計画書を参考にする
・できるだけ薄く、ペラペラの経営計画書を目指す
・考え方が違う個所は、思い切って削除
・できることのみを書く、できないことは削除
・完璧を目指さない

今日のまとめ
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今日から、いよいよ実践に入ります。
実際に、経営計画書を作成していきましょう。

今日は、数ある経営計画書の項目の中で、もっとも社員に社長の想いが伝わり、経営計画
発表会の中でも核となる、「経営計画発表会にあたって」の書き方をお教えします。

「経営計画発表会にあたって」とは？

「経営計画発表会にあたって」は、経営計画発表会のクライマックスの場面で、社長から
社員に向けて伝える最後のメッセージです。

私は、「経営計画発表会にあたって」の文章を、一番時間を掛けて作成します。

社長から社員に向けて、「経営計画発表会にあたって」について伝えた後に、社員のやる
気に満ち溢れ、社員が心からこの会社で頑張ろうと思えるようになったら、経営計画発表
会は大成功です。

「経営計画発表会にあたって」の構成は、前半と後編で、2 つの構成になっています。

1. 前半は、社長が感じている課題感、会社の将来の方向性を書く

前半では、最近社長が感じている課題感や時代の流れについて触れ、これから目指してい
く会社の方向性のメッセージを伝えます。

2. 後半は、社長自身の決意表明を書く

後半では、社長自身の決意を社員に伝えるために書きます。
この文章の中で大切なポイントは 2 つです。

「社長は、自分自身の個人の全財産を掛けてでも、会社を守る決意を伝える」ことと、社
長から「社員に協力をお願いする」ことです。

今日の学び

DAY 2
経営計画書作成実践編 その❶

「経営計画発表会にあたって」の作成にチャレンジしよう
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「経営計画発表会にあたって」のサンプル文章

経営計画発表会にあたって
平成１５年に開業して、ここまでリーマンショックや大震災、コロナなど、多くの外部環境の影響は
もとより、内部の問題やビジネスの変化など、非常に多くの経験を私たちはしてきました。

現在も継続中ですが、昨年から今年に掛けてはコロナの一年です。
コロナでお客様が大変困っているときに、皆さんは、融資のサポートをはじめ、給付金、助成金など、
税務以外のことでも何でも、進んでお客様の為に、しかも追加で報酬を貰わずに、熱心にお客様の支
援してくれていたことは、私の誇りです。

社会に貢献できている会社のみが、存続を許されます。

まだ収まらないですが、コロナを通じて感じたことは、困っている中小企業が一番頼って頂けている
のは我々税理士法人であり、医療を支えている医療従事者と同様に、日本の中小企業を支えているのは、
私たち税理士法人のスタッフであると、改めて実感しました。

最近は士業を目指す若者が激減していますが、それは税理士法人の仕事内容が正しく伝わっていない
為だと感じています。

AI に、お客様の求めに応じた、極めの細かいサポートは難しいでしょう。

また、人としての複雑なコミュニケーションを通じて、経営者に寄り添い、的確な助言やアドバイス
ができるとも思えません。
私たちがお付き合いさせて頂いている成長志向のお客様には、寄り添う税理士が必要です。

機械化が進んでも、人間には「人間であること」の強みがあります。
私たちは、人間である強みを活かし、機械化が進む時代であるからこそ、お客様のことを強く思い、
お客様に寄り添います。

そして、一人一人が昨日の自分よりも「知識」「人格」「知恵」を高め、常に学び続けることで、お客
様満足を高め、私たちは勝ち残る税理士法人になります。

ここにいる一人一人が、お客様や仲間から「ありがとう」と言って頂けるように、日々正しい努力を
積み重ね、そして、世の中に役に立てているという実感が、人生の喜びになる筈です。

仕事は生きる糧ではありますが、「生きるためにお金を稼ぐ」 というだけの職場ではなく、社会とつな
がり、仕事を通じて、自分が、人や会社や社会といった、誰かの、何かの役に立っているという喜び
を感じられる職場を目指しています。

ビジョン税理士法人は、人を幸せにし、社会を良いものにするために存在しています。

この事務所が目指す理想の姿は、社員一人一人がお客様満足を追求し、ヘトヘトになるまで精一杯、
お客様のために働きながらも、働きがいと生きがいを心から実感でき、そして仕事での充実を通じて、
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一人一人が幸せな人生を実現することです。

「100 年経営とワクワクする良い会社創りを応援する」という使命に向かって、一緒にお客様のために、
本気でワクワクしながら仕事をできる事務所にします。
そして、お客様と働く仲間が、心から幸せになれる事務所を目指します。

ここまでは、「運」と「人」に恵まれたお陰で、開業当初では想像していなかった事務所になりました。

しかし、反面では、開業から 17 年を費やし、こんなに素晴らしい仲間に恵まれているにも関わらず、
ここまでしかビジョン税理士法人を成長させられていない、自分の経営能力の無さには、いつも悔し
さを感じています。

しかし、まだまだ「志」半ばです。
もっと前に、もっと上に、突き進みます。

この経営計画書は、厳しい経営環境の中で、生き残る方法を熱意を持って書き上げました。
そして、生き残るために必要な、全ての戦略、戦術、経営方針、未来像が書かれています。

この会社の社長である私の努めは、
従業員第一主義により、皆さまが全力でお客様第一主義を実現できるように条件・環境を整え、共に
働く仲間が希望と生きがいを感じる事務所にすることです。
もしこの事務所が危機に追い込まれたときは、私は個人の全財産をつぎ込んで、皆さまの生活を守り、
会社を救済します。

皆さまの努めは、価値観や考え方を共有し、お客様第一主義を徹底し、この会社の理念を実現する為に、
この経営計画書をボロボロになるまで読み込み、経営方針を正しく実行することです。
この会社は、一緒に働く仲間を大切にする経営を実行します。

私の理想とする会社とは、一人一人が、イキイキ・ワクワク仕事の遣り甲斐を感じながら働き、明る
く元気で、家族からも、お客様からも愛され、信頼され、感謝され、全社員が「この会社で働けて幸
せです」と心から言ってもらえるようにすることです。

そして、皆さまの生活の安定と向上を目指し、長期的に安心して、老後まで働ける会社にします。
日本で 300 万社も会社があり、一番人生の働き盛りの、華やいだ貴重な時期に、この会社を選んで働
いて頂いた、皆様に感謝します。

お客様の為に、社会の為に、中小企業の為に、本気で仕事ができる、明るく活気がある、イキイキし
た職場にします。

助け合い、共に信頼し、共に愛し、みんなで成長し、最高の人生になりましょう！

皆さん、「経営理念」の実現のために、ご協力、宜しくお願い致します。

　　　　　〇〇年〇月〇日　代表取締役　〇〇〇〇
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今日のタスク

今日やることは、経営計画発表会にあたってのサンプルを活用して、文章を書き始めるこ
とです。

これから毎年、「経営計画発表会」はあなたの会社にとって、年 1 回の大切な行事になり
ます。
毎年の発表会では、社長の想いと自らの決意を、自らの言葉で、社員に伝えましょう。

今日のまとめ

経営計画書の文章を書く手が止まってしまうのは、良くあることです。
そんな時は、他社の良いサンプルを参考にすることが良いでしょう。

最初はサンプルをベースとしていても、毎年更新を続けると、いつかは、自社独自の経営
計画書になります。

今日のタスク

今日のまとめ
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今日は、会社の組織図の作り方をお伝えします。
組織図は、会社の内部構造を階層で示すことで、各役職における機能と役割、そして上司
と部下の位置付けを明確にします。

組織図の作り方

1. 組織図の基本

①組織は、ピラミッド型の組織とする。
②指揮・命令系統や、権限と責任を明確にした組織図とする。
③組織図の役職には、氏名と責任を記入する

2. 組織図の作り方

①オーナーと社長の間に線を引きます。
②組織図には、会社にとって必要となる全ての機能と役割を書きます。会社が成長して社
員が増えても、役職者の名前が変わるだけで、役職が同じであれば、機能としての役割、
責任は変わりません。
③組織図には、役職の一つ一つに説明を付け加え、役職に名前を書き入れて下さい。
営業部、▲▲事業部、管理部（人事・経理）の三つのボックスに、責任者の氏名を記載し
て下さい。
④現在でなく、3 年後の将来の組織図をイメージしながら作ります。
今現在は、役職者の氏名は、全て社長でも構いません。
3 年後、社員が育つことで、各役職者の名前が、いずれ社長から他の社員に入れ替わるこ
とをイメージすることが、組織図作りでは大切です。

3. 組織図の書式ダウンロード

組織図のダウンロードはこちら

今日の学び

DAY 3
経営計画書作成実践編 その❷

組織図の作成にチャレンジしよう
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今日のタスク

組織図の役割

組織図を作る目的は、仕事の属人化から抜け出して、組織図に基づき、一人一人が会社の
機能として働くことにあります。

1. 機能としての組織図

会社は、様々な機能の集合体であり、その一つ一つの機能を遂行するために、機能に人が
付く必要があります。

つまり、組織図を作成する上で大切なことは、人に仕事を付けるのではなく、「仕事に人
をつける」イメージを理解することが必要です。

役職に人を付けるので、それぞれの役職が何をする役割なのかを定義する必要があります。

2. 組織図で分かること

あなたの会社で、組織図における各部署に専属の担当者がいなくても、誰かが（中小企業
の多くのケースでは社長）その役職を担当しています。

問題は、社長のあなたが、多くの役割を担っている為に、各部署の仕事をフルタイムで役
割を担っている状態に比べると、劣ることになります。
フルタイムの人に比べると、各部署の役割を正確に果たしきれてないことを理解して下さ
い。
それは、組織としての機能が不完全な状態になっていることを表しています。

組織図を作成すると、社長が幹部の仕事を兼務していて、さらに社長が一般社員の仕事も
兼務していることに気づきます。
また幹部は、幹部の仕事と一般社員の仕事の両方を兼務していることに気づくことが、組
織図を作ることで分かる最初の効果です。

今日のタスク
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3. 組織図で、考えるべきこと

現在社長が兼務している仕事を、いつまでに誰に任せるのかを考えます。
今いる社員が成長して、社長がしている幹部としての仕事を任せるのか、又は外部から採
用して、補うのかなどを考えます。

・社長が兼務している役職はどこか、いつまでに、誰に任せるのか？
・3 年後の未来をイメージして、どこの役職を、誰に任せるのか？
・採用で補う必要はあるのか？
・役職に対する役割を明確にする

組織図を作らずに採用を行うと、人材が不足している部署や役職を気づかずに、採用を行
うことになります。
そこで組織図を作成することで、特定の人物が複数の役職を兼務していることに気づける
ようになり、成り行き任せの経営から脱却できます。

社員が 10 名くらいまでは、社長の目が行き届きますので、組織化がなくても、会社運営
はできます。
しかし、10 名以上になると、細かな障害が起きて、徐々にトラブルが発生していきます。
組織図を活用することで、各役職での役割が明確になり、会社の成長スピードが速くなり
ます。

4. 指揮命令の注意点

組織図を機能として活用するには、例え社長であっても、一つ飛ばしの指揮命令は一切行
わないことを肝に銘じる必要があります。
例えば、「社長」→「リーダー」→「一般社員」という階層になっている組織では、「社長」
から直接「一般社員」には指示命令は行わないことが大切です。

なぜなら、一つ飛ばして指示命令を行うと、間の管理者が上司としての権限がなくなり、
管理者として機能しなくなりますので、一つ飛ばしての指揮命令はしてはいけません。
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今日のまとめ

組織図が存在しない中小企業は、数多くあります。
まずは経営計画書の作成をきっかけに、組織図を作成してみて下さい。

組織図を作成すると、多くの仕事を社長が兼務していることに気づくでしょう。
例え社長であっても、「人に仕事を付ける」のではなく、「仕事に人を付ける」ことが、会
社の組織化には大切です。

社長自身を含めて、「特定の人」に仕事が依存している組織から脱却するには、組織図の
活用がぜひお勧めです。

そして、社長が一つ飛ばして一般社員に指示・命令を行うと、間の管理職が機能しなくな
り、組織化は実現できませんので、一つ飛ばしの指揮命令はしないことが大切です。

今日のまとめ
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DAY 4
経営計画書作成実践編 その❸

経営計画発表会の開催にチャレンジしよう

今日の学び

今日は、経営計画書の活用のスタートとなる、経営計画発表会の開催方法についてお伝え
します。

経営計画書は、作成しただけでは、会社は良くなりません。
経営計画書を活用することで、会社が良くなります。

そこで、経営計画書の最も重要な活用の機会である、経営計画発表会の開催のリアルな実
践方法についてお伝えします。

経営計画発表会とは？

経営計画発表会とは、経営計画書を作成して、経営計画書に書いた内容を、社長自らの言
葉で、社員に伝える発表会です。

では、経営計画発表会を開催する簡単なコツから、発表会当日のプログラム、注意点まで
お伝え致します。

1. 経営計画発表会を開催するために、大切なこと

経営計画発表会の初年度は、心理的な負担が大きく、なかなか開催に踏み切れないものです。

例えば
・仕事が忙しい
・経営計画書が完成しない
・急なトラブルが起きた・・・・など

私が、サポートしているお客様にお勧めしている経営計画発表会を開催するコツは、すご
く簡単な下記の 3 点のみです。

① 経営計画発表会の日程と場所を決める
② 銀行の担当者と支店長に声をかけ、再度日程調整をする
③ 社員に発表会の日程を伝える

今日の学び
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銀行の担当者と支店長に声を掛け、銀行の方が参加可能な日程を発表会に定めることで、
社長と社員の緊張感が高まり、発表会開催まで辿り着きます。
②の「銀行の担当者と支店長に声をかけ、日程調整する」ことができれば、ほぼ発表会の
開催が確実となります。

良くある質問として、経営計画発表会に銀行の方々は来ていただけるのかと聞けれますが、
殆どのケースでは、銀行員の方は発表会にご参加して頂けます。
銀行の方と併せて、顧問税理士に参加をお願いすることも、お勧めです。
社内のメンバーだけでなく、外部からの来賓が発表会の場に参加していると、発表会の雰
囲気が引き締まります。

なお、私たちがご支援させて頂いているお客様で、経営計画発表会を実際に開催したこと
について、後悔している社長は、誰一人として存在していませんので、ぜひ発表会を開催
することをお勧めします。

全ての社長から、「経営計画発表会を開催して良かった」と言って頂いておりますので、
勇気を持って、経営計画発表会を開催することで、会社の成長に繋がります。

2．経営計画発表会の進行表

経営計画発表会は、大別すると社長からの発表と社員からの発表の 2 部構成で成り立ち
ます。
その中でも、メインは社長からの経営方針の発表の時間です。
では、ビジョン税理士法人の経営計画発表会の実際のスケジュールに沿って、流れを確認
していきます。

進行表

（司会) ←司会担当を決める

皆さま、ご着席お願い致します。
本日、司会を務めさせていただきます、〇〇〇〇と申します。
よろしくお願いいたします。
それでは、経営計画発表会を開催致します。

( 拍手 )
開会の辞　〇〇〇〇
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（開会・閉会の辞担当より）
只今より、株式会社〇〇〇〇第〇期経営計画発表会を開会致します。
経営計画発表会の開催に先立ち、本日のスケジュールを簡単にご説明致します。

10 時から 11 時まで第一部の経営計画発表を開催し、10 分休憩をはさみまして、11 時
10 分から 12 時 10 分まで、第二部の社員の個人目標発表を行います。

なお本来であれば、お客様の席を前にご着席頂きたいところですが、経営計画発表会は、
代表取締役〇〇から社員に向けの経営方針の発表会となります。
よって、社員が前の席、お客様が後の席とさせて頂いておりますこと、ご了承、宜しくお
願い致します。

それではこれより、第一部の経営計画発表となります。

株式会社〇〇〇〇　代表取締役〇〇より発表させて頂きます。
宜しくお願い致します。

( 拍手 )
(11 時まで代表取締役〇〇の発表 )　←社長からの発表時間は一時間とします。

下記 1 ～ 9 が、代表取締役からの発表内容の参考例です。

1. 経営計画書の目的と過去の振り返り
2, 前期の数字の確認（目標と実績の確認）
3. 中期事業計画。今後 5 年間の数字の説明
4. 事業規模の未来像、社員の未来像
5. 戦略、商品
6. 使命感、経営理念
7. 行動指針
8. 個別方針
9. 最後は『経営計画発表会にあたって』を魂と熱意を込めて読む＆伝える

( 拍手 )
ありがとうございました。
以上をもちまして、第一部は終了となります。

第二部は、11 時 10 分より開始となりますので、宜しくお願いします。

( 休憩明け )
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只今より、第二部、社員の個人目標発表を開始します。
なお、発表順は入社順となっております。

（全社員から前向きな目標を発表する。一人 3 分程度。30 人までの中小企業は全員目標
発表。人数が多い会社は幹部・中堅職層のみ）

それでは、〇〇より順に発表となります。
よろしくお願いします。

( 各社員の発表 )

以上を持ちまして、第二部、社員の個人目標発表を終了致します。

( 拍手 ) それでは、来賓の方々より一言お願い致します。

続きまして、閉会の辞　〇〇

（開会・閉会の辞の担当より）
「以上をもちまして、株式会社〇〇〇〇第〇期経営計画発表会を閉会致します」

以上で、経営計画発表会を終了致します。
本日ご参加頂きました皆様で集合写真の撮影を行いたいので、
皆さまご協力お願い致します。

昼食会は　〇〇時から 1 時間ほど「レストラン〇〇〇」で、行います。
〇〇〇〇がご案内いたしますので、よろしくお願いいたします。

( 終了 )

3．経営計画発表会の注意点

1. 司会担当を決める
2. 社長からの発表時間は、1 時間程度以内を厳守する（長くなると引き締まらない）
3. 社員からの質問は、発表会では一切受け付けない
4. 社長から社員に向けて、「ああしろ」「こうしろ」「ここがダメだ」など、社員に対する
不満は言わない
5. 全員、正装で参加する
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今日のタスク

経営計画書は、今の段階ではまだ完成してないと思いますが、今日やるべきことは、経営
計画発表会の開催日程を先に決めることです。
そして、銀行の担当者と支店長に、経営計画発表会への参加のお願いの電話を今すぐにし
て下さい。
経営計画書が完成したら日程を決めて発表会を開催しよう思っても、現実的には、なかな
か開催まで辿り付けません。
その理由は、いつまで経っても経営計画書が完成しないためです。

経営計画発表会を開催する最善の方法は、繰り返しになりますが、先に発表会の日程を決
めて、銀行担当者と支店長をお誘いすることで、社長自身が発表会の開催から逃げられな
いようになります。

今日のまとめ

経営計画発表会は、最終的に社長から社員に対して、頭を下げ「協力をお願い」する行事
です。

社長からは、前向きな話に終始して、発表会が終わったら、社員の「ヤル気」スイッチが
入ったら経営計画発表会は、大成功です。

今日のタスク

今日のまとめ
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今日の学び

今日は、経営計画書の活用と社内に浸透させるためのコツを理解しましょう。

経営計画書の良くある失敗を知ろう

・経営計画発表会を行ってない
・経営計画書が机の中に入れっぱなしで、読まれた形跡がない
・経営計画書を作成しただけで終わった
・経営計画書の作成をコンサルタントが行い、社長自身で作成していない
・経営計画書が単なる数字の羅列が中心で、社員には何も響かない
・社長が率先して、経営計画書を活用してない
・できないことが経営計画書に書かれている

以上のようなケースで、経営計画書が社員に浸透せず、経営計画書は効果がないと言って
いる事例が見られます。
失敗する最大の原因は、社長が本気で経営計画書の活用に取り組んでいないことにあり
ます。
そして、経営計画書に即効性を求めると、すぐには効果が出ずに、経営計画書の活用を挫
折します。

経営計画書を活用した会社作りは、根っ子の部分から、ジワジワと時間を掛けて、会社を
徐々に成長させていくものです。

経営計画書と言うと、融資や補助金獲得のための「数字の羅列の計画書」と勘違いしてし
まう方が非常に多いでしょう。
しかし、ただ融資や補助金獲得のための「数字の羅列の計画書」を作成しても、経営上、
殆ど効果は感じられないでしょう。

融資や補助金を獲得のための「計画書」は、あくまでも、「融資や補助金獲得をするため
の計画」であって、経営で大きな成果を出すことはできません。

しかし、経営を行うメインのツールを、「経営のための経営計画書」に置いて、自社の経
営を効果的に高めるためのツールとして使えば、経営計画書は大きな威力を発揮します。

DAY 5
経営計画書の活用と

社員への浸透の基本を再確認しよう

今日の学び
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そのためには、最低限、次の３つの点が必要です。

経営計画書の浸透に必須の３つのポイント

① 社長が率先して「使う」する　
② 社長が率先して「実行」する　
③ 社長が「全て」作成する

経営計画書を社内に浸透させることは、とても難しいことは事実です。
経営計画書を社内に浸透させるには、社長自身に相当の覚悟が必要です。

３つのツールの役割と使い方

❶ 社長が率先して、経営計画書を「使う」こと

経営計画書の浸透において、最も大切なことは、「社長自身が使う」ことです。
経営計画書を使うためには、経営計画書を常にカバンに入れて、持ち歩く必要があります。
その上で、社長が経営計画書に書いてあることを、実行することによって、社員が一人、
また一人と協力者が現れてくる傾向にあります。

また、社内で問題が起きた際や社内会議で、経営計画書を開き、社長と社員で、内容を読
み合わせすることも大切です。

しかし、経営計画書導入の弊害は、考え方や価値観が異なる社員は、経営計画書の導入に
反発し、退社する傾向にあるので、注意が必要です。
急に大きな力で経営計画書を導入すると、一時的には退職が多くなるため、仕事のオペレー
ションに支障をきたします。
よって、経営計画書は徐々に導入することをお勧めします。

繰り返しになりますが、社長が率先してカバンに携帯し、経営計画書を使うことが、社内
に浸透させる最大のポイントです。

❷ 社長が率先して、経営計画書を「実行」すること

まずは、経営計画書の中の項目でも、特に重要な「経営理念」を、社長自身が実行し続け
ることをお勧めします。
経営計画書を作成しても、社長自身が経営計画書に書かれていることを守らないケースが
あります。

社長自身が、経営計画書に書いてあることを実行できてないのに、社員に実行を求めても、
社員は動きません。
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社員は見ていないようで、社長のことを常に見ています。
例えば、お客様第一主義と言いながら、社内で社長がお客様の悪口を言っているようでは、
社内に変化は起きません。
社長自身が、言動と行動を一致させ、経営計画書を実行することが、経営計画書を社員に
浸透させるコツです。

❸ 経営計画書は、全て社長一人で作成すること

経営計画書を、社長が作成することで、社長自身が成長できます。

経営計画書の作成を、外部のコンサルタントや社員に任せるケースがありますが、経営計
画書の作成は社長一人で行って下さい。
その理由は、社長自身で計画書を作成することで、会社の将来を考える大切な時間となる
為です。

社長の仕事は、会社の未来を考えることです。

会社の未来を考える時間を、経営計画書の作成の中で作ることが、社長として、「社長業」
を行う時間になります。

経営計画書の作成過程で考える一例

・何のためにこの会社は存在しているのか？
・誰のために会社はあるのか？
・来期、再来期、3 年後はいくら売上と利益を稼ぐ必要があるのか？
・人は足りているのか？
・人件費はどうなるのか？
・商品サービスは、このままでいいのか？
・商品サービス、お客様のターゲットの構成はどうするのか？
・社員の給与は、どのように上げていくのか？
・採用はどうするのか？
・現預金と借り入れのバランスは、どうするのか？
・その為に、これから何をする必要があるのか？
などなど・・・・

経営計画書の作成にあった、社長が考える項目は多岐に渡りますので、最初の 3 ～ 4 年
間は、社長自らが必ず全てのページを作成して下さい。

まずは、経営計画書の作成過程で、社長が会社の将来に真摯に向き合うことで、社長自身
が変化し、その後社員が変化し、いずれ会社に変化が現れます。
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今日のタスク

1. 経営計画書をカバンに入れて、常に持ち歩こう

早速、今日から経営計画書をカバンに入れて、持ち歩きましょう。
そして、仕事上で気になることなどがあったら、経営計画書を開き、書かれている内容と
仕事上で起きた事象について、立ち止まって考える癖をつけて下さい。

2. 一日一回、経営計画書を開いて社員と会話をしよう

社長が常に経営計画書をカバンに携帯するようになったら、同様に、社員にも経営計画書
を持ち歩くように、伝えましょう。

そして、経営計画書の活用を習慣化するように、社内で問題や課題が起きたら、社長と社
員の共通の道具として、活用します。
一日に一回は経営計画書を開き、経営計画書に書いてあることを確認して、共通の考え方
として確認することで経営計画書の実行が進みます。

今日のまとめ

経営計画書の活用と浸透で最も大切なのは、社長が率先して経営計画書を活用すること
です。

そして、経営計画書に掲げている、「経営理念」を社長自身が深く理解することからはじ
まります。
その次に、「経営理念」を社長自らが実行することで、経営計画書の浸透がはじまります。

社長自身が、「社長の金儲け第一主義」では、社員は付いてきません。
「何のために」、「誰のために」会社を行っているのかを、経営理念に基づき社長自身が見
つめ直し、社長が経営計画書に書かれていることを、実行することで、徐々に社員に浸透
して、会社が変化していきます。

今日のタスク

今日のまとめ
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ビジョン税理士法人のサービスのご紹介
【無料相談】

ビジョン税理士法人は、経営計画書と月次決算書を活用した、中小企業向けの成長支援
サービスを行っております。

無料相談や経営計画作成の半日体験会、１ヶ月お試しの税理士顧問、などを無料で実施し
ております。
現状のご相談等もいただけましたら、ご回答させていただきます。
お気軽に下のお問い合わせリンクよりお送りください。

無料相談
https://suzuki-tax.net/consultation/

「経営計画作成」半日体験会、又は「経営計画作成」
 <2Days> 勉強会
https://suzuki-tax.net/seminar_plan/

１ヶ月お試しの無料税理士顧問　
https://suzuki-tax.net/service/report/

◆◆

◆◆

◆◆
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