
【 失敗に財あり 】 

 

 

挫折した人間の場合、なかなか自分のこころを明らかにしようとしない。 

それは、自分のあやまりを認め、恥をさらすことになりかねないからだ。 

また、挫折した人間は警戒心が強い。 

挫折しただけに他人が信じられないのである。（Ｐ．１７） 

 

 

 自己中心であったり、欲の皮が突っ張っていたり、失敗や挫折の多くは、そ

れを味わう本人の心の在り方に問題がある場合が少なくない。（Ｐ．１９） 

 

 

 苦しかった時代を忘れず、変わらぬ金銭感覚を持ち続ければ、決して挫折す

ることはない。（Ｐ．６５） 

 

 

 金持ちになる資格がある人だけが金持ちになる（Ｐ．８０） 

 

 

 不真面目や不誠実であっては決して事業の成功はあり得ないが、誠実さだけ

では、この競争社会を生き抜いていく事はできない。（Ｐ．１１０） 

 

 

 経営のテクニックを学び、経営のための人脈をつくる以前に、人徳ある魅力

的な人間になることが先決。 

 そして、魅力的な人間になれば社員たちもビジネス相手も自然に協力してく

れる。 

 厚みとぬくもりこそが、その人が持っている人徳であり、人間的な魅力。 

（Ｐ．１２４） 

 

 

 プライドと驕りは明らかに違う。 

頑迷さをプライドという美しい名前で化粧している。（Ｐ．１３６） 

 

 



驕りを追い出すのはモグラ叩きに似ている。 

追い出したつもりでも、あっちからもこっちからもボコボコと驕りが姿をあら

わす。 

 しかも驕りは生涯つきまとうのである。（Ｐ．１４５） 

 

 

 恨むということは過去の出来事を振り返ることである。 

あるいは過去の出来事にこだわり続けることでもある。 

 そして振り返り、過去にこだわり続けることは未来を見る期間が少なくなる

ことを意味する。 

 逆にいえば、前に進み、未来を見ようとすれば、まず過去を切り捨てること

からはじめなければならない。 

 過去の挫折はすでに過ぎ去った世界なのだ。 

 だから過去の挫折から栄養分だけを吸収し、前を見て歩き始めればいいので

ある。（Ｐ．１４９） 

 

 

 恨みを捨てれば知恵が湧く（Ｐ．１５１） 

 

 

 挫折は再生のための「はじまり」（Ｐ．１６０） 

 

 

 慾はエネルギーになる。だから慾を断てというのではない。 

慾への「執着」を切り捨てよ。（Ｐ．１６２） 

 

 

 誠実さのあるなしが、あるいは、誠実であろうとする心のあるなしが、挫折

した人のその後の人生を決める。 

 不平不満や欲得ずくの中に誠実さが入り込む余地はない。（Ｐ．１９２） 

 

 

 『 八起五則 』 

１．早起き ２．笑顔 ３．素直 ４．感謝 ５．いい出会い 

 

 



【 失敗からの再起術 】 

 

 

 順調なときに企業体力にも経営者の気持ちにもゆとりがある。そのゆとりあ

るときに危機に備えて準備したプランは地に足がしっかりと付いている。 

（Ｐ．６３） 

 

 

 会社は軌道に乗るものではなく、軌道に乗せるもの（Ｐ．６４） 

 

 

 欲に目がくらんだ人間も、自分が一番得意とする身近な本業の中にこそ「水」

があることに気付かず、株や不動産に「水」を求めて、渇いたのどをますます

干からびたものにしている。 

『ただいま零、ただいま極楽』 

 欲を捨て「ゼロ」の状態になれば、「人間」はどんな新しい道に踏み込んでも

成功する。（Ｐ．１１９） 

 

 

 再起できる人は明日で悩み、再起できない人は過去に悩む。（Ｐ．８５） 

 

 

 再起したいのなら、いきなり企画やアイデアを考えるのではなく、まず「知

恵」を身に付けること。 

 知恵が湧くのは物欲を捨て、心を白紙の状態にしたときである。（Ｐ．１４０） 

 

 

 再起は「限界を知って人に感謝する」ことを実現することからはじまる。自

分の限界を知ることは悲しいことではない。限界が分からない方がよほど悲し

いことなのだ。（Ｐ．１８３） 

 

 

 カッコつけているうちは再起などできない。 

 自分を管理できない社長に社員を教育する資格はない。（Ｐ．１９３） 

 

 



『 再起できない十五箇条 』 

 

０１．怠け者でマイナス思考 

 

０２．時間をムダにする 

 

０３．絶対再起する心情が足りない 

 

０４．確かな目標と目的がない 

 

０５．非情さが足りずお人よしである 

 

０６．世の中のこと自分のことすべてに甘い 

 

０７．お金がない 

 

０８．なぜ失敗したか確かな分析、反省なし 

 

０９．他人の意見を聞かず素直でない 

 

１０．我が強く、感謝の念がない 

 

１１．知識と知恵がない 

 

１２．金銭感覚が乏しい 

 

１３．あせりすぎ 

 

１４．良き相談者、よき友人なし 

 

１５．内助の功なし 

 

 

（ 欲から倒産し再起するまでのプロセス ） 

欲 ⇒ 倒産 ⇒ 不安 ⇒ 反省 ⇒ ゆとり ⇒ 再起 

 



『 再起をさまたげる 五つの欲 』 

 

０１．自己顕示という欲 

 

０２．自分を人に認めさせたい欲 

 

０３．自分の力で何とかしようという欲 

 

０４．まだ儲かるのではないかという欲 

 

０５．人の言うことは聞くが手にしたものは失いたくない欲 

 

 

【 経営者に不適格な性格 ワースト１０ 】 

 

・心の小さい人 

 

・ささいなことばかり気にする人 

 

・信念のない人 

 

・他人の言うことに簡単に妥協する人 

 

・他人からの依頼を断ることのできない人 

 

・義理人情におぼれ過ぎる人 

 

・自己弁護や言い訳を先にいう人 

 

・他人の話を聞くことができない人 

 

・他人にすぐ嫉妬する人 

 

・自信のない人 

 

 



『 倒産の前ぶれ十五箇条 』 

 

０１．売り上げの三ヶ月分以上の借金ができたとき 

 

０２．有能な社員が確たる理由もなく会社を辞めていったとき 

 

０３．経営者に日頃見られぬ不自然な行動があらわれたとき 

 

０４．真面目な経営者が「ウソ」をつくようになったとき 

 

０５．「あそこ」は危ないという「ウワサ」が世間に広まったとき 

 

０６．経営者が派手に遊びはじめたとき 

 

０７．新製品が売れなくなったとき 

 

０８．努力しても赤字が続くとき 

 

０９．夫婦仲が悪くなったとき 

 

１０．家族や従業員に笑顔が見られなくなったとき 

 

１１．サラ金に手を出したとき 

 

１２．銀行に無理な資金計画を提出したとき 

 

１３．経営者が過信・高慢に陥ったとき 

 

１４．経営者が自分ひとりで取引を始めたとき 

 

１５．八起会の記事が気になりだしたとき 

 

 

 

 

 



『 倒産する人・しない人十五箇条 』 

 

０１．コストコントロールができるか否か 

 

０２．売り上げ至上主義か否か 

 

０３．金利計算ができるか否か 

 

０４．就業規則の有無 

 

０５．本業に誠実か否か 

 

０６．名誉職に魅力を感じるか否か 

 

０７．危機感の有無 

 

０８．向上心の有無 

 

０９．自分の位置を確認できるか否か 

 

１０．心で稼げるか否か 

 

１１．目指すものがあるか否か 

 

１２．自分の甘さを克服できるか否か 

 

１３．過ちを即座に改められるか否か 

 

１４．あきらめが早いか否か 

 

１５．経営者としての徳の有無 

 

 

 

 

 



【 倒産の原因 １０ 】 

 

０１．経営者の高慢、経営能力の過信 

 

０２．社員教育の不備、欠如 

 

０３．事業目的、目標、計画性の欠如 

 

０４．業界情報の不足と環境変化への不対応 

 

０５．新商品の欠如、技術開発の遅れ 

 

０６．家族不和、同族経営の弊害 

 

０７．公私混同、経営哲学の欠如 

 

０８．決断力、実行力の欠如 

 

０９．計数管理の不足、勉強不足 

 

１０．ワンマン、反省心の欠如 

 

 

・中小企業の倒産対策 

 

中小企業倒産防止共済制度 

 

中小企業倒産対策貸付制度 

 

倒産関連特別信用保証制度 

 

倒産防止特別相談 

 

（ 問合先 県の商工会議所・金融機関ほか ） 

 

 



『 倒産防止十五箇条 』 

 

０１．他人の言に左右されず、自分自身の確固たる信念を持つ 

 

０２．目標を設定する 

 

０３．誠実は最大の力なり 

 

０４．既成概念にとらわれるな 

 

０５．生活環境・人間関係を変えよ 

 

０６．名参謀（相談者）を持て 

 

０７．手と足を使い、汗を流せ 

 

０８．二等兵になれ 

 

０９．欲に惑わされるな 

 

１０．順応性、適応性を持て 

 

１１．病気すべからず 

 

１２．最新情報に敏感であれ 

 

１３．見栄と思い上がりを捨てよ 

 

１４．不満を去り、奉仕の精神を持て 

 

１５．自分が幸福になることを強く信ぜよ 

 

 

 

 

 



【 倒産しないための１０のポイント 】 

 

０１．お人よしは商売下手の代名詞 

 

０２．奥さんの忠告や意見を聞く 

 

０３．悪賢い連中はどこにでも居る 

 

０４．創業後５~１０年後は要注意 

 

０５．二代目は無理な背伸びはしない 

 

０６．倒産に至るのはすべて経営者の努力の不足 

 

０７．経営者に不適格な性格 

 

０８．名誉職を辞する度胸が必要 

 

０９．貯蓄の重要性 

 

１０．夫婦仲を悪くしない 

 

 

・自己破産による法的制限 

 

自分の財産の処分権がなくなる 

 

郵便物はすべて管財人経由で受け取る 

 

住所を勝手に移動することができない 

 

弁護士、教員、公認会計士、税理士など免許を要する職業には就けない 

 

身分証明書（パスポート等）は取れない 

 

 



『 再起の条件 十五箇条 』 

 

０１．誠意ある整理 

 

０２．反省と意識改革 

 

０３．志と哲学を持つ 

 

０４．忍耐努力の継続 

 

０５．プラス思考 

 

０６．知識、知恵の吸収 

 

０７．家庭円満 

 

０８．良質の人脈をつくる 

 

０９．時間とお金を大切に 

 

１０．欲はほどほどに 

 

１１．常に新製品のアイデアを 

 

１２．感謝の心を持つ 

 

１３．奉仕の精神を持つ 

 

１４．利他の精神を持つ 

 

１５．感動経営を持つ 

 

 

 

 

 



【 修羅場の人間学 】 

 

どんなに深く反省しようとそれが「自分を変える」べく、次なる行為に結び

付かなければしょせんそれは反省のための反省にすぎない。 

 自分を変えずに状況を変えようとは、どだい虫のいい話。 

まずは自分を変えること、それが真の反省というものである。（Ｐ．３２） 

 

 

 ギャンブルは理性を奪う。「とことん」という言葉はあっても、「ほどほど」

という言葉がないのがギャンブルの世界である。（Ｐ．８８） 

 

 

心にやましいものがある人間に限って高飛車に出る。（Ｐ．９０） 

 

 

自社製品に愛情を持てない社長は、間違いなく経営者失格である。本来の経

営者なら自社製品がユーザーにどう受け止められているか気になって気になっ

て仕方がないはずである。（Ｐ．１００） 

 

 

 器量は「もがき」と「苦しみ」を肥料として広げるしか方法はない。徹底的

に「反省」と「自己否定」を重ねて、そこから新しく生まれ変わってくる「自

分」を待つしかない。（Ｐ．１３６） 

 

 

 本来の経営者は絶好調時でも社員の何倍も働く。それがいずれやってくる不

況を乗り越える体力をつくっていく。 

 不況が来てから社員の何倍も働いたところで、そんなものは不況対策でも何

でもない。単なる悪あがきにすぎない。（Ｐ．１８１） 

 

 

 誠実一路の最大の敵は「欲」である（Ｐ．１９５） 

 

 

 

 



【 生きてこそ 】 

 

 

誰かを恨むことは自分を恨むこと（Ｐ．１７７） 

 

 

 倒産後、また経営者と成功できるのは三％も居ない。三％なんてないのと同

じようなもの。（Ｐ．１９３） 

 

 

 金の欲の枝にしがみついて、何もかもなくなって、「すってんてん」で枝を放

す。ところが、そこから歩き出すと生きているだけで幸せなのだと悟る。 

（Ｐ．２０１） 

 

 

 天職はそうそう見つかるものではない。これこそ自分が生涯やっていける仕

事だ。だから二度と投げ出さないぞ、と自分自身に誓えばそれが天職。（結） 

 

 

【 幸せをあきらめない 】 

 

 

逆境のお陰で生きる勇気と知恵を授かる（Ｐ．７７） 

 

 

絶えず「少しでもいいほうに」とでも考えてなければ先に進めない（Ｐ．９３） 

 

 

プラスの方向に変わるという意味での「変わり身が速い」ということもトップ

に必要な素質（Ｐ．９８） 

 

 

困難に向かって、ただオタオタするだけではみっともないし周囲の人を不幸に

するだけ（Ｐ．９８） 

 

 



【 社長の人間学 】 

 

本当に自信のある経営者とは、どんな人たちなのか？ 

経営の理念やポリシーに自信を持ち、それにしたがって価値判断を下せる人 

経営者として基本を見据え、そこに堂々とした自信を持つことが大切 

（Ｐ．９４） 

 

 

 自分自身の分を知り、いつも余裕を持つこと 

 それが心の器を広げ、経営者として失敗しない道（Ｐ．１０３） 

 

 

 自分の分を知り、それにふさわしい生活ができれば、挫折したことは決して

マイナスにはならない。（Ｐ．１０６） 

 

 

 「他人の話を聞くことができない人」は決断する資格すらない。 

この人たちに共通するものがある「欲」 

・自己顕示という欲 

・自分を人に認めさせたいという欲 

・自分の力だけで何とかしようという欲 

・まだ儲かるのではないかという欲 

・手にしたものを失いたくないという欲 （Ｐ．１１５） 

 

 

本当に社全体のマナーを磨きあげたいとするなら、まず教育や研修を受けるべ

きはトップである。 

社長みずから自分の態度や口のきき方を反省し、マナーを徹底的に磨き上げる

努力をしなければならない。（Ｐ．１２１） 

 

 

 「おはようございます」と挨拶するのは部下や従業員たちからではない。上

に立っている人たちが先にそう言ってこそ、挨拶の意味が社員たちに浸透して

いく。こういう努力を続けてこそ、会社全体の組織力がアップされるのである。 

そしてそんな努力がトップの自己管理であり、トップ自身が経営者としての高

い能力を磨いていかなければならない。（Ｐ．１２２） 



 倒産しないためには、人に信頼され、慕われ、尽くしてもらえる人間になる

ことが必要。そのためには経営者自身が自己管理、自己啓発をしなければなら

ない。それを忘れてしまった人たちの場合、やがて失敗を繰り返し「ダメ経営

者」の烙印を押されるのである。（Ｐ.１２４） 

 

 

 経営者が補佐してくれる人間の信頼を得ていなければ、すべは円滑に運営さ

れない。その信頼を得るためには、経営者は野放図であってはならない。 

 自己管理をしてこそ、その人たちの信頼を得られる。 

逆に自己管理ができない経営者は補佐する人間に恵まれず、やがて会社もおか

しなことになるのである。 

 

 それを避けるためには自分自身のウイークポイントを見極め、常に経営者と

して自己管理し、ウイークポイントをどうカバーするのかが必要である。 

さらには、社内の誰が信頼でき、彼とどのように信頼関係を維持していくか、

などを常に考えることが大切といえよう。つまり、自己を知り、自己を管理し

てこそ、優れた管理能力が発揮されていくのである。（Ｐ．１２５） 

 

 

「分かっていてもできない人」それが会社をつぶす経営者である。 

最大の原因は自己管理の能力に欠けているから 

 「公私の混同」が管理能力の欠如と関連しているゆえん 

このような経営者たちは甘い言葉に魅かれ、欲に引きずられ、結局自分が押し

つぶされてしまう。 

 そして押しつぶされてはじめて気付く。 

しかし気付いたときには過去の努力は無となり、すべてを失っているのである。 

（Ｐ．１２９） 

 

 

 挫折したときにこそ、人間としての真価が問われるし、本当の人間の世界が

見える。（Ｐ．１４８） 

 

 

 挫折したあと、自分の思いをマイナスのエネルギーにするか、プラスのエネ

ルギーにするか、それはその人自身が決めることである。（Ｐ．１６０） 

 



 挫折から再起するためには、まず自分自身を知るところからはじまる。自分

自身に問いを発し、自分自身で答えを懸命にさがす。 

 自分自身に問いを発し、自分自身で答えをさがすためには、まず謙虚な心を

持つことが不可欠。 

 その謙虚さを手に入れるためには自分自身に対して素直になることが必要。 

（Ｐ．１６１） 

 

 

 働くことや経営すること、さらには生きていることそのものに対して感動す

れば、これまでの過去が恥ずかしくなるし、新たに働くエネルギーが湧いてく

るに違いない。ある意味では、それは挫折した人たちだけに与えられる特権で

もある。（Ｐ．１６６） 

 

 

 経営者の行動は会社の雰囲気を写す鏡（Ｐ．１７２） 

 

 

 挫折し倒産した人でなくても、目先の利益に執着している人たちの表情は険

しい。（Ｐ．１７５） 

 

 

 まず謙虚さの重みを知り、謙虚であろうと努力すること（Ｐ．１８３） 

 

 

 会社としての利益を求めながらも会社を奉仕の精神で運営していく 

（Ｐ．１８５） 

 

 

 感謝の気持ちを忘れ、自分の利益だけを求めていれば、誰も振り向きはしな

いし、挫折が待っているだけである（Ｐ．１８６） 

 

 

 どんなに優れた経営者であっても人徳や人間的な魅力がなければ失敗してし

まう。逆に経営者としては切れ者でなくても、人徳や人間的な魅力があれば、

周囲の人が自然に協力してくれる。自分に足りないものを補ってくれるのであ

る。（Ｐ．２０４） 



【 こんな社長が会社をつぶす 】 

 

 

銀行は会社の能力以上にものは貸さない。（Ｐ．３９） 

 

 

知識の吸収ばかりにどん欲で、その知識を実際の行動に活かせない人は、結局、

人前で気の利いたことを言いたいだけ。（Ｐ．４２） 

 

 

欲が深いから倒産する（Ｐ．６８） 

 

 

 「 相談する勇気 」「 縮小・撤退する勇気 」「 謝る勇気 」（Ｐ．７３） 

 

 

 成功のトンネルの出口でゆっくり受け取ればいい。 

会社をつぶす社長は、この順序を取り違え、焦ってトンネルの入り口で成功を

得ようとする。 

 焦れば判断力を欠くから、失敗の萌芽に気付かない。 

 気付いても小さなうちにその芽を摘んでおく実行力がないため、失敗をどん

どん大きくしてしまう。 

 「失敗」という名の雑草が茫々と生い茂る土地には、いつまで経っても「成

功」の花は咲かない。 

 やがてその土地は荒れ果て、何の実りもないまま餓死することになる。 

これが倒産だ。（Ｐ．９２） 

 

 

 情に頼るのは、相手と対等の立場でビジネスをしていないから。 

相手と対等に渡り合うにはそれなりの努力をして力量をつけなければならない。 

 それが面倒だから、相手の言いなりになる。 

 要するに仕事に対する姿勢がずさんなのだ。 

 だから相手のずさんさも見抜けない。そして最後は情に泣く結果になる。 

（Ｐ．１１２） 

 

 



 自営業ならいざ知らず、経営者となれば仕事一筋だけでは通用しない。 

地場の情報収集も含めて、視野を広げる勉強を怠らず、財務・経理のイロハぐ

らいはきちんと理解しておく努力が必要である。（Ｐ．１１５） 

 

 

 本業と関係のない名刺の肩書きは、その人の本物の権威ではない。そのこと

を知らない社長は、相手の名刺の肩書きにもすぐ惑わされて気を許し、コロッ

と騙されてしまうことになる。（Ｐ．１１７） 

 

 

 常に顧客を第一に考え、社員教育の手を抜くことなく、誠意ある接客を指導

している経営者は財務、経理など経営全般にも厳しい目が行き届いている。 

 社員・従業員の「質」はそのまま経営者の「質」を示すものなのである。 

（Ｐ．１２０） 

 

 

 自分の会社に「あそこは危ない」といった噂が出たとき、たとえそれが根も

葉もないデマであっても決して放置しない。 

 自分の経営姿勢に問題がなかったかを振り返ってみる必要がある。 

 資金繰りには本当にうまくいっていたか人や金の使い方にムダはなかったか、

社員教育や就業規則は徹底されていたかなどを改めて分析してみる。 

 その結果、悪い噂を生む原因が自分の側にもあったのなら、問題点をすぐに

改め、そのことを全社員の前で発表する。 

 取引先や銀行に対しても何かの折に礼儀正しく同様のことを話すとよい。 

 自分に原因がないかを分析もせず、「妙な噂が流れているようだがあればデマ

です」と慌てて話しまわっても、相手には言い訳や弁解に聞こえるだけで逆効

果になってしまう。 

 逆上、怒り、弁解、言い訳は何の役にも立たない。 

 謙虚な姿勢で事実を淡々と話せばいい。（Ｐ．１２２） 

 

 

 街金は麻薬と同じで、一度手を出したらクセになる。間違っても手をつけて

はならない。（Ｐ．１２６） 

 

 

 



 会社のポリシーは、どんなに稚拙な言葉であっても経営者自身の経験や反省

に基づいて、頭を使って考え抜いた末に生まれた言葉でなければならない。 

（Ｐ．１３０） 

 

 

 社員から労働環境の改善を求められたり、問題点を指摘されたりしたとき、

真摯にこたえる態度を示そうとせず、逆に怒鳴りつけるような人は経営者失格

である。（Ｐ．１３７） 

 

 

 優秀な参謀が居ない会社は、好調の時には成長に限界があり、不調の時はす

ぐに傾くもの。いいものは何もない。（Ｐ．１４１） 

 

 

規模の小さい会社でも参謀は居たほうがいい。中小企業で参謀など雇用でき

ないなら自分の不得手な分野に通じている知恵ものを社外で見つければいい。 

 ときには参謀の方が社長より優れていることもあるが、それはそれでいい。 

社長自身がそれほど優れていなくても自分より優れた人間を使いこなせればい

い。むしろ、そうやって優秀な人材を使いこなすことこそ、本来の社長の役割

なのである。 

 参謀の仕事は社長の命令をそのまま実行することではない。 

社長の言葉に従えば会社にとって不利益になると判断したときには命令とまっ

たく逆の指示を出すことすらある。 

 これこそが真の参謀の仕事だ。（Ｐ．１４２） 

 

 

 倒産は「限界を知る」好機であり、再起は「限界を知って人に感謝する」こ

とを実現するところからはじまる。（Ｐ．１４３） 

 

 

 二代目経営者は二代目を意識せず、自分なりの経営を考えることが何よりも

肝心である。（Ｐ．１４９） 

 

 「経営者は人を切って一人前」 

優しいばかりでは真の経営者にはなれない。 

お人よしや人情は経営者にとって美徳でも何でもない。（Ｐ．１５１） 



 一から出直したいなら、まず、自尊心をへし折らなければいけない。 

（Ｐ．１７２） 

 

 

 生活の派手さは「甘さ」であり、その甘さは事業に対する甘さにもつながっ

ている（Ｐ．１８０） 

 

 

 誰でも自分のために働くからこそ一生懸命になれる。 

それが人間の本音である。「会社を利用して自分の夢を実現しろ」と社員に言え

るぐらいの度量がなければ社長業は務まらない。（Ｐ．１８７） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 こうして会社は潰れていく 】 

 

 

 手形は明らかに「借金」であり経営者は手形を恐れて恐れすぎるということ

はない。（Ｐ．２４） 

 

 

 「血は水よりも濃し」という。しかし濃いがゆえに水のように淡々とはいか

ず、メリットの側にもデメリットの側にも必要以上に大きくぶれる。（Ｐ．３７） 

 

 

 反省と後悔は似て非なるもの・・・ 

後悔という鏡には明日の自分の姿が映らないが、反省という鏡には明日の自分

の姿が明確に映る。（Ｐ．４５） 

 

 

 経営は絶えざる「攻め」「守り」の繰り返しであり、そのバランスをいかにと

るかが経営者の手腕（Ｐ．７８） 

 

 

 まずは自らが「どうすべきか」を深く問い、苦しみもがくような人間でなけ

れば誰もどうすることもできない。 

「儲け話」となるとその内容のいかんも問わず、ましてや社会的善悪など考え

もせず、手を出す者は決して正しくもがいているとはいえない。 

 だいたい「儲け」が先に立ってする仕事はろくなものはない。 

「儲け」はいい仕事、人に喜ばれる仕事をしたあとからついてくるものである。 

 次から次へと「儲け話」が舞い込むというのは本人にダボハゼ体質があるか

らにほかならない。かわいそうなダボハゼは「儲け話」はそれを持ってくる人

にとっての「儲け話」にすぎないということがまるで分からない。 

 だから次々にひっかかってしまうのである。（Ｐ．５９） 

 

 

 ビジネスに対する知恵を絞り、まずは相手のことを先に考え尊重し信用をい

ただく。そして一生懸命に働く。（Ｐ．１０６） 

 

 



 仕事を失えばカネはなく、信頼を失えば友はなく、勇気を失えばすべてを失

う。（Ｐ．１０８） 

 

 「 人のやっていない嫌がることをやる」 

「 今の時代のカラーははっきりした仕事をめざせ 」（Ｐ．１０９） 

 

 聞いてあげることで相手の「不安」が「安心」に変わる（Ｐ．１４５） 

 

「 人生の目的は社長になることではありません。幸せになることです 」 

「 お金なんかなくたって、せめて幸せになりましょう 」（Ｐ．１５４） 

 

 カネの使い方ほど難しいものはない。それによって、その人の本質、その企

業の体質が暴露されてしまうからである。 

 よほど心しないと、カネを使っているつもりがいつしかカネに使われていた

などということにもなりかねない。（Ｐ．１９３） 

 

 エゴイストは言い訳を必要とするが、「愛」はそれを必要としない。 

（Ｐ．１９５） 

 

 「目のつけどころ」こそ、先見力と判断力のみなもとであり、成功のカギは

常にそこにある。（Ｐ．１９７） 

 

 決断の背景には常に正確な情報と的確な分析、そして何よりも「勝算」がな

ければならない。（Ｐ．１９９） 

 

 実行とは、ただやみくもに動けば、いい汗を流せばというものではなく、綿

密に計算された計画性のもとに、最小のリスクで最大の効果を上げるべき。 

（Ｐ．２０１） 

 

 相手を心から納得させるためには誠意と情熱が必要である。（Ｐ．２０２） 

 

 経営者は自分の背丈に会った統率力しか示し得ないとすれば、その背丈を少

しずつなりとも伸ばしていくしか方法があるまい。（Ｐ．２０２） 

 

 

 



【 倒産社長！どんな仕打ちを受け、どう立ち向かったか？ 】 

 

 一般に家計がピンチに陥ると家族の間に求心力が働き子どもも精神的に成長

する。その前提として、親が子どもに隠しごとをせずに事情を説明することが

必要。 

隠したまま事態を乗り切ろうとすると失敗したときに親子関係が悪化する。 

（Ｐ．３１） 

 

 

 苦労を知らない人間は自分を変えようったってなかなかできない（Ｐ．６７） 

 

 

 事業は経営者が諦めたときに終わる。（Ｐ．７９） 

 

 

 経営者は経営から目をそらしてはいけない。（Ｐ．８１） 

 

 

 忙し過ぎる社長は危ない（Ｐ．１００） 

 

 

 常に学ぼう、勉強しようという人は、その向上心ゆえ必ずいいひと、レベル

の高い人にめぐりあえます。 

 それが良き師匠、良き相談者となって、困ったときにまさかのときに知恵と

方法を授けてくれる。（Ｐ．１５１） 

 

 

 向上心が器量をつくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



【 社長の甘さが会社を潰す 】 

 

働くことと怠けることの差が大きくならないよう気をつける。 

 奉仕とは人のためだけでなく、自分のためになる。（Ｐ．９１） 

 

・上下の関係を意識して礼節を重んじること 

・地道におカネを貯めること 

・人の助けに甘えてはいけない 

・自分に対する思い上がりは人間に対する思い上がりでもある 

・人間のきれいな部分だけを見てはいけない 

 

 

 夢を見るのもいいのだが、それが終わったことに気付き、仕事をするにせよ、

金を儲けるにせよ、あくまで奉仕の精神を忘れず、お客様を大事にして、心の

分野へと視野を広げることが大切。（Ｐ．１４７） 

 

 

 能力がない者が経営者になってはいけない。必ず倒産する。 

 人がいいということと人をうまく使えるということは違う。 

 人を使いこなすには、ただのお人よしではいけないし、人を見抜く、見る目

がなくてはならない。（Ｐ．１５２） 

 

・力量以上の夢を見てはいけない 

・心の健全さを大切にせよ 

・計画のない夢は破綻する 

・問題から逃げているうちは成功しない 

 

 

 仕事に「忙殺」され、自己研鑚を怠れば「心が亡ぶ」 

その先には倒産しか待っていない。（Ｐ．２１５） 

 

 

 

 

 

 



【 社長の失敗！私はここが甘かった 】 

 

社員は社長の意識にはなり得ない。 

 

きれいごとを言わずに社長はおのれの身を信ぜよ。 

 

最大のガンは社長の甘えである。 

 

労務管理がルーズな経営者は従業員にバカにされ倒産の引き金になる。 

 

会社を拡大するのは簡単、むしろ時に応じて縮小する勇気を持たねばならない。 

 

いざというときに迷惑を掛けた人たちに誠心誠意で対応する 

 

環境はいつ激変するか分からない、これを肝に銘じておく 

 

傷口を大きくしないうちに決意を固めておくこと 

 

事件屋の手を決して借りるな 

 

顧客の信用が第一、信頼を失っては、再起はできない 

 

苦境に立ったときの精神力ですべてが決まる 

 

会社をつぶすと昨日の友は今日の敵になる、商売とはそのつもりでやること 

 

 

【 倒産１１０番 】 

 

どんな事業でもその存立の基本は採算性 

 

働きがいのある方策を経営者は考えなければならない 

 

非常時は利益性の低い仕事は一切やらず、しっかり守りの態勢を固める 

 

 



【 勝ち残る経営 】 

 

お人好しは性格の甘さ、弱さ、そして無責任のあらわれでしかない。 

 

会社が基本的に数字と法律で動いているという経営のイロハが飲み込めていな

いと、いつどんなところで倒産に見舞われるか分からない。 

 

言い間違いはミスではなく、その人の願望のあらわれである。 

ウソも発見できなければウソと気が付かない 

 

急激に伸びればどこかでダウンする。 

本来、急成長が異常であって、異常な状態はそう続かないのが普通。 

 

見栄を張る人間は自分を疑っていない人間に非常に弱い。 

 

狙われるのは経営者の方に必ずスキがある。 

 

事業をやれば手形はついてまわる。 

手形がついてまわることは不渡手形がついてまわることでもある。 

 

特に斜陽産業でなければ同じ仕事を天職だと思って続けること 

 

金は大切に使い、きれいに使うことを心掛けるべき。売りも現金、買いも現金。 

 

頭だけで再起しようとする人はだいたいにおいてうまくいかない。 

頭を使い、手と足を使う人が着実に新しい人生をつかんでいる。 

 

欲に惑わされない人間は、結局、己の欲望を満足させられるようである。 

 

リーダーに必須の技能 

０１．仕事に即した専門知識などの技術的能力 

０２．人を管理し、やる気を起こさせる人間関係能力 

０３．全体を見通し、方向性を決める概念的能力 

 

 

本当にプライドの高い人はつまらない見栄などはらない 



 

 

自分に「ない」と思うものが３分の１以上、すなわち、１０項目以上あるなら、

自分は社長に向いていないと判断した方がいい。 

 

 

０１．理念  ０２．目標  ０３．情報  ０４．会議  ０５．中道 

 

 

０６．勉強  ０７．和合  ０８．先見性 ０９．直観力 １０．判断力 

 

 

１１．決断力 １２．師匠  １３．参謀  １４．思いやり１５．よい人脈 

 

 

１６．計数管理１７．説得力 １８．常識  １９．謙虚  ２０．責任感 

 

 

２１．誠実  ２２．危機感 ２３．反省  ２４．感謝  ２５．統率力 

 

 

２６．自信  ２７．気力  ２８．勇気  ２９．慈愛心 ３０．知恵 


