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変革の知恵
～未来に挑む～



 変革の知恵～未来に挑む～

2日目 1月20日（水）
分科会 小松 節子氏 小松ばね工業株式会社 会長

近藤 宣之氏 株式会社日本レーザー 代表取締役社長

株式会社八天堂 代表取締役

根岸 榮治氏
森光 孝雅氏

株式会社ねぎしフードサービス 代表取締役

8：30

休憩10：10

講演 IV「歴史に学び、未来を読む」
加来 耕三氏 歴史家・作家

10：30

休憩14：30

講演 VI「先端医療機器の開発に挑戦し続ける
～日本三大疾病に挑む～」
筒井 宣政氏 株式会社東海メディカルプロダクツ 会長

15：00

閉会挨拶16：30

終了16：40

昼食12：00

（50音順）

開催スケジュール

開会挨拶

新春記念パーティー

12：30

講演 I 「仏の心で鬼になれ」
田中 健一氏 株式会社プロネッド 会長

12：40

休憩14：10

休憩16：00

講演 III「逆境の中、未来に挑む
～企業経営者のあるべき姿とは～」
渡邉 美樹氏  参議院議員・ワタミグループ 創業者

16：20

19：30

　 ～

21：00

18：00

1日目 1月19日（火）

14：30

新 将命氏 株式会社国際ビジネスブレイン 代表取締役

「未来に向かい企業を伸ばすリーダーの条件」講演 II

第5回「ありがとう卓越経営大賞」贈賞式 

　現在、日本の景気は緩やかな回復基調を続けています。しかし、中小企業にとっては依然として厳し

い状況であることに違いありません。その中小企業においては、低収益企業の収益力が更に低下す

る一方、高収益企業は大企業をも凌ぐほど収益を上げるなど企業間格差は益々広がっています。

　どんな時も油断をせず、挑戦者として変革の知恵を活かして未来に挑むべきだと思います。そして、

旧態依然とした体制を打ち破り、イノベーションを起こし、未来を切り拓いていかなければなりません。

　今回もまた新年に相応しい方 を々講師にお招きしております。挑戦を続け、時代の先端を駆け抜け

ておられる皆様です。素晴らしい一年のスタートを切るために、是非ご参加ください。

　皆様を会場でお待ち致しております。

講師紹介（講演順）

分科会講師紹介（50音順）

田中 健一氏
 株式会社プロネッド 会長

た なか けん いち

渡邉 美樹氏
参議院議員・ワタミグループ 創業者

わた なべ み き

新 将命氏
株式会社国際ビジネスブレイン 代表取締役

あたらし まさ み

加来 耕三氏
歴史家・作家

か く こう ぞう

小松 節子氏
小松ばね工業株式会社 会長

こ まつ せつ こ

森光 孝雅氏
株式会社八天堂 代表取締役

もり みつ たか まさ

佐藤  満氏
株式会社佐藤満 国際経営・農業研究所

代表取締役社長

さ とう みつる

筒井 宣政氏
株式会社東海メディカルプロダクツ 会長

つつ い のぶ まさ

根岸 榮治氏
株式会社ねぎしフードサービス 代表取締役

ね ぎし えい じ

近藤 宣之氏
株式会社日本レーザー 代表取締役社長

こん どう のぶ ゆき

講演 V

佐藤 満氏 株式会社佐藤満 国際経営・農業研究所
代表取締役社長

13：00 「壁を破る発想法
ーお客様を増やさないと会社は潰れるー」

田舞 徳太郎日本創造教育研究所グループ 代表

松原 誠（株）日本創造教育研究所 代表取締役社長



1日目 講演 II

未来に向かい企業を
伸ばすリーダーの条件

（14：30～16：00）

組織を率いるリーダーの悩みは、今も昔も変わらない
だからこそ、リーダーの存在意義がある
各国のビジネスの第一線で活躍した“伝説の外資トップ”が
長年の経験で培ったノウハウや想いを語る

1936年東京生まれ。早稲田大学卒。シェル石油、日本コカ・コーラ、ジョン
ソン・エンド・ジョンソン、フィリップスなど、「グローバル・エクセレント・カン
パニー」と呼ばれる6社でリーダーシップを発揮し、社長職を3社、副社長
職を1社経験し、“伝説の外資トップ”と語り継がれている。
1959年大学卒業と同時に、外資系のシェル石油（現、昭和シェル石油）に
入社。32歳で「45歳で社長になる」と目標を立て、日本コカ・コーラへ転
職。34歳で日本人初のブランドマネージャーに抜擢された。 
ジョンソン・エンド・ジョンソンの常務取締役、専務取締役を経て、1982年
45歳で日本人初の社長に就任。4期8年の社長職を経て、フィリップスなど
の世界的なリーディングカンパニーで社長職に携わった。さらに2003年か
ら9年間、住友商事株式会社のアドバイザリー・ボード・メンバーを務めた。
「経営のプロフェッショナル」として、50年以上にわたり、日本、ヨーロッパ、
アメリカの企業の第一線に携わってきた。今もなお、様々な会社のアドバ
イザーを務めながら、講演や企業研修、執筆活動を通じて「リーダー人財
育成」の使命に取り組んでいる。

講演テーマ

1959年 早稲田大学卒業 

1959年～1969年

 シェル石油（現 昭和シェル石油）株式会社 

1969年～1978年

 日本コカ・コーラ株式会社 コラ・コーラ ブランドマネー

ジャー、関西営業部長、市場開発本部長等を歴任。 こ

の間、2年半に亘り、コカ・コーラ カンパニー・オブ・カル

フォルニアに勤務し、マーケティングを担当する。

1978年～1990年

 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 常務取締役、専

務取締役を経て1982年代表取締役に就任。 1990

年、同社取締役社長を退任

1990年 株式会社国際ビジネスブレインを設立、代表取締役に就任 

1992年 日本サラ・リー株式会社 代表取締役社長に就任 

1994年 サラ・リーコーポレーション（米国総本社）副社長に就任 

1995年 日本フィリップス株式会社 代表取締役副社長に就任 

1999年 株式会社日本ホールマーク 代表取締役社長に就任 

2000年 株式会社グローバル・リンケージ 取締役に就任 

2003年～2011年

 住友商事株式会社 アドバイザリー・ボード・メンバー 

2011年 健康ホールディングス株式会社 取締役に就任

2014年 株式会社ティーガイア社外取締役に就任

新将命オフィシャルウェブサイト www.atarashimasami.com

プロフィール

新 将命氏 株式会社国際ビジネスブレイン 代表取締役
あたらし まさ み

主な著書

勝ち残る人財の原理原則
（角川書店）

経営の教科書
（ダイヤモンド社）

信じる力
（東洋経済新聞社）

1日目 講演 Ⅰ

仏の心で鬼になれ

（12：40～14：10）

30年間赤字続き、借金1000億円もの会社をわずか１年で再建！
既存の方法、思考法以外に可能性はないかを徹底的に鍛えあげた。
非情にも思える厳しさの影に組織の成長の本質が隠されている。

元東レインターナショナル社長の田中健一氏が63歳にして任せられたの

は、30年間赤字続き、借金1,000億円の会社の再建であった。

1,000億円の借金がある会社を再建するために3年もかけていたら、借金

はますます増え取り返しもつかない状態になると、再建を任された時、自ら

任期を1年と設定した。「1年たって目途が立たなかったら、何年やっても同

じ」と、そんな思いでチャレンジした。

結果、社長に就いてわずか1年で借金を返済し、黒字化に成功。3年後に

は、経常利益50億円を稼ぐまでに再生させた。

経営やビジネスでは、日々何らかの壁がやってくる。大抵が、今までやって

きた習慣ややり方で壁を突破しようとする。しかし、これまでのやり方以外

に方法がないかを徹底的に考えさせ、実践させる。

一見、非情にも思える厳しさには、人と組織を育てる本質が隠されている。

最終的には、人の可能性を引き出すこと以外に成功への道はないと田中

氏は考えている。

業績が良い、悪いに関わらず、「危機感」が会社を成長させる。

講演テーマ

1939年京都市生まれ。京都大学法学部卒業後、1962年東レ
入社。輸出部へ配属。69年から4年にわたりニューヨークに駐在
する。76年、マレーシアにある東レ子会社の工場に配置転換。工
場改革に手腕を発揮し、合弁パートナーに認められる。79年同社
の香港本社に栄転。ここでも事業再生を成功させ、83年に東レ
本社の主力・炭素繊維部門の課長に返り咲き、事業部長まで勤
め上げる。
92年、設立されて間もない子会社・東レインターナショナルに移
籍し、99年に社長就任。年商500億円を10年で3,000億円に
育て上げた。
さらに2003年、東レの命により、30年間赤字続きで誰もが再建
不可能と見ていた、東レの出資先・蝶理の社長に就任。1年で借
金1,000億円を全額返済するとともに、黒字化に成功。その後、
持続的に成長を続ける会社に転換させた。
現在は、あちこちのボランティア団体などで活動。佐々木常夫氏
の先輩にあたる。

プロフィール

主な著書

田中 健一氏 株式会社プロネッド 会長
た なか けん いち

仏の心で鬼になれ。
（WAVE出版）2012年



あざな

1日目 講演 III

逆境の中、未来に挑む
～企業経営者のあるべき姿とは～

（16：20～17：50）

『禍福は糾える縄の如し』
良いときもあれば、そうでないときもある
次々に訪れる逆境に真っ向から立ち向かい、未来を切り拓く！

小学校5年生のときに「将来、社長になる」と決意。社長になるために必要

な知識、資金を血の出るような努力で蓄積し起業した。

24歳で始めた居酒屋の経営を原点に、経営者としての人生を歩み続け

る。「地球上で一番たくさんのありがとうを集めるグループになろう」という

理念を掲げ、その実現に取り組んできた。

以来30年の間に、ワタミグループの創業、個人として学校と病院の経営、

公益事業として開発途上国の子どもたちの教育支援、日本の若者たちの

夢への支援、環境保護のための森づくり活動等を行なってきた。

2013年、これまで培ってきた経営能力を国政で発揮したいと考え、参院選

出馬を決意し、当選。実体経済の成長こそが必要不可欠であり、その為に

は、中小・ベンチャー企業が元気になる政策、規制緩和による経済活性

化、TPPの推進、そしてTPPを推進しても負けない競争力ある農業を育て

ていく必要性を主張している。外食、宅配、農業、教育、復興、国政と、影

響を及ぼす活動範囲は広くなってきたが志にブレはない。目の前の問題を

一つひとつ解決し、目の前の目標を一つひとつ達成してきたからこそ今が

ある。

２００９年新春セミナー以来、８年連続８回目の登壇となる。禍福は糾える

縄の如し。良いときもあれば、そうでないときもある。

ワタミグループの創業者として、あるいは、国政を担う参議院議員として、

目の前で起こる問題にも誠実に対応してきた。

誠意を持って取り組む姿勢にこそ、社会の発展と幸福への道があると信

じ、現在の問題意識と夢実現への道を語る。

講演テーマ

渡邉 美樹氏 参議院議員（自由民主党 全国比例区）・ワタミグループ創業者
わた なべ み き

あざな なわ ごとか ふく

主な著書

渡邉美樹の子どもの
夢をかなえる手帳術
（マガジンハウス）

これだけで「組織」は強くなる
（角川書店）

ただ成功のためでなく
（SBクリエイティブ株式会社）

ワタミグループ創業者。「地球上で一番たくさんのありがとうを集め
るグループになろう」という理念のもと外食・介護・宅食・農業・環
境等の事業を展開し、「独自の6次産業モデル」を構築。
個人として、「医療法人盈進会岸和田盈進会病院」理事長、日本
経団連理事、政府教育再生会議委員、神奈川県教育委員会教
育委員、日本相撲協会「ガバナンスの整備に関する独立委員会」
委員、観光庁アドバイザーを歴任。現在、「学校法人郁文館夢学
園」理事長、「公益財団法人School Aid Japan」代表理事とし
てカンボジア・ネパール・バングラデシュでの学校建設・孤児院運
営、「公益財団法人みんなの夢をかなえる会」代表理事として、若
者を中心とした夢実現の支援、「公益財団法人Save Earth 
Foundation」代表理事として、限りある自然資源を有効利用し、
持続可能な循環型社会づくりにも携わる。
2011年、行政に経営を持ち込むため東京都知事選に立候補、
101万票を獲得。同年6月より、岩手県陸前高田市参与（震災復
興支援）に就任。
2013年、参議院選挙（全国比例区）において、104,176票とい
う貴重な全国の皆様のご支援をいただき当選。「中小・零細・ベン
チャー企業の支援と育成」に着眼し、「実体経済の成長」を最優
先事項と捉え活動を開始。
実名企業小説「青年社長 上･下」「新青年社長 上･下」（高杉良
著）の実在モデルでもある

えいしん

プロフィール

2日目 講演 IV（10：30～12：00）

歴史は活用してこそ意義があり、使えない歴史には意味がない！
歴史をただ辿るだけでなく、いかに日常生活や仕事に活用するかをテーマに、
歴史心理学・歴史哲学の観点から「未来」を語る

著作・講演活動のほか、専門知識を駆使し、テレビやラジオ番組の出演・
監修・時代考証、漫画やアニメの原作やゲームの制作など、多数を手がけ
る加来耕三氏。アニメ化・映画化で大ヒットした漫画「るろうに剣心」の制
作にも参画、別ペンネームでノベライズ版「るろうに剣心」を執筆し、日本
版のみならず、中国語版・イタリア語版他が刊行されている。
「歴史に関心を持ってくれる人をもっと
増やしたい」という思いから、研究活動
からエンターテイメントまで、あらゆる分
野で、加来耕三氏ならではの独自の切
り口を示し、多くの人の興味を引きつけ
ている。
独自に提唱する歴史組織学をもとに、
歴史的に正しく評価されていない人物・
組織の復権にも力を注ぎ、一度関心を
もったテーマ・歴史上の人物を、繰り返
し可能な限り調査・分析し、資料的裏付
けにより、大胆に史実の新しい断面を解
明している。
加来氏の講演では、書籍には掲載され
ていない分析情報や時事情報が聞ける
ことでも有名。今回もまた、時事をからま
せながら、歴史をひもとき、我々に未来
への考察を具体的に提言する。

講演テーマ

昭和33年、大阪市生まれ。
奈良大学文学部史学科を卒業後、学究生活を経て奈良大学文
学部研究員。現在は大学・企業等の講師をつとめながら、歴史
家・作家として著作活動を行なっている。
『歴史研究』編集委員。内外情勢調査会講師、政経懇話会講
師、中小企業大学校講師。
また、テレビ・ラジオ等の番組監修・出演などの依頼も少なくない。
著書に『財閥を築いた男たち』（ポプラ社）、『日本武術・武道大事
典』（監修／勉誠出版）等がある。

プロフィール

主な著書

加来 耕三氏 歴史家・作家
か く こう ぞう

歴史に学び、未来を読む

監修を行なった多くの作品

たど

財閥を築いた男たち
（ポプラ新書）

名家老たちの
危機の戦略戦術
（さくら舎）

家康はなぜ、秀忠を
後継者にしたのか
（ぎょうせい）



2日目 講演 V

「壁を破る発想法」

（13：00～14：30）

出る杭は打たれ強くなり、出すぎた杭になれば打たれない。
できない原因はすべて自分の器のなさにあるという「原因自分論」が、
不可能を可能にする変革の知恵を生み出す！

「未来を悲観視しないポジティブな思考法」こそ、リーダーの“ありたい資

質”であると主張する。それは、どんな壁に遭遇しても、未来に希望をもち、

行き先を照らすことがリーダーに求められる役割であるという、自身の信念

に基づいている。

大学の同窓生が社会人となる中で、一年半も世界中を無銭で旅したのも

型破りであるが、その後のビジネスパーソン人生もまた型破りであった。30

歳から約20年間を過ごす本田技研工業㈱に入社した際に感銘を受けた、

創業者・本田宗一郎の「はじめに夢ありき」の言葉は、次々と現れる壁を乗

り越える原動力となり、心を支え続けた。

1994年のフォルクスワーゲンアウディ日本、1998年の日本ゼネラルモー

ターズなど、名だたる企業の代表を歴任するが、それは本田技研の部長時

代に拝命した、ジープ・チェロキーの販売台数を2年で16倍強に伸ばした

手腕を買われてのところが大きい。他社に劣る条件ばかりであったが「命じ

られた以上は、与えられた条件を是として、どうすれば解決できるかを考え

る」という自分の流儀を貫き、あらゆる手段を講じて結果を創り上げた。

単純明快なリーダーシップの徹底した継続が、偉大な力を生み出してき

た。実践と実績で証明してきた氏が、その時々の思いと体験を熱く語る。

講演テーマ

京都の平安神宮の神官の家に生まれる。

1967年大学卒業後、一年半の世界旅行〔欧州・北アフリカ・中

東・アジア〕で約40か国を放浪。小さな商社勤務を経て、1973年

31歳で本田技研工業に途中入社。

ブラジル勤務、中近東部勤務を経て1985年ホンダカーズ・タイラ

ンド社長、1990年ホンダクリオ愛知北社長、1991年本社輸入

車部長、1994年フォルクスワーゲンアウディ日本（現フォルクス

ワーゲン グループ ジャパン）社長。

1998年に日本ゼネラルモーターズ代表取締役社長兼GMアジ

ア大洋州戦略会議メンバーに就任。2001年にはGMアジアパシ

フィック（ジャパン）会長。

ホンダ時代に、中東南西アジアにおいてホンダ製品の売上げを3

年間で2万台から12万台に、タイでのホンダの乗用車シェアを5

年で2.5％から22％に向上させ、タイ王国「経営者協会最優秀

マーケティング賞」を受賞。

輸入車部長時代にはクライスラーのジープ・チェロキーを年間

販売台数800台から2年後には1万3千台へと販売の仕組み

を構築。

また、VW－AUDIの販売台数を1993年の2万5千台から1996

年の6万台にさせるとともに、1995年にはVWを5年ぶりに輸入

車No.1の地位に復活させる。

2002年に日本GMを退社。（株）佐藤満国際経営・農業研究所

を設立し、社長に就任。累計講演回数は1,700回を超える。

著書「社長の手帳」は、ビジネス書ベストセラーNo.1にランクイン

する。

プロフィール

主な著書

佐藤 満氏 株式会社佐藤満 国際経営・農業研究所　代表取締役社長
さ とう みつる

─お客様を増やさないと
会社は潰れる─

精選
社長の手帳
（論創社)

職場で役立つ交渉術
（インフォトップ出版社）

壁を破る発想法
（日経BP社）

2日目 講演 VI

先端医療機器の開発に
挑戦し続ける
～日本三大疾病に挑む～

（15：00～16：30）

「娘を救いたい」という切なる思い。
亡き愛娘への思いから執念で開発した国産初の高機能バルーンカテーテル。
日本三大病いわゆる心筋梗塞・がん・脳梗塞を救うカテーテルを
研究開発する氏が熱き思いを語る！

年間で約４万人が死亡すると言われる

急性心筋梗塞。患者の命を救うのが

IABP（大動脈内）バルーンカテーテル

という医療器具である。以前はほとんど

が海外製品で、日本人の体格に合わな

かったために合併症が頻発。日本人の

体格に合った、国産初のカテーテルを作ったのが愛知県の株式会社東海

メディカルプロダクツである。品質の良さが評判を呼び、国内シェアの３割

を占める。

以前はなわとびなどを製造する町工場であった。それが、医療の道へと進

んだのは創業者で現会長 筒井氏の「娘を救いたい」という切なる思い

だった。次女は先天性の重い心臓病を患っており、当時の医療では手術

は困難とされた。そこで、自ら人工心臓の研究開発に乗り出した。一から医

学を学び、ついに試作品の完成までこぎつけたが、膨大な費用が必要だと

知り断念。その代わりに人工心臓の研究開発で培ったノウハウをフルに

活かして、国産で初めてのカテーテルの開発に挑んだ。

娘は救うことはできなかったが、8万人の命を救うことが

できている。腎臓などの治療に役立つカテーテルや乳

児にも使える世界で最も細い小児用PEDバルーンカ

テーテルの開発など大きな注目を浴びている。娘の代

わりに「一人でも多くの生命を救いたい」。その思いを

胸に、今も挑み続けている。

講演テーマ

昭和16年名古屋市生まれ。父親が経営する樹脂加工の会社を

引き継ぐが、次女の心臓疾患をきっかけに一から医学の勉強を始

め、昭和56年「株式会社東海メディカルプロダクツ」を設立。平成

元年、国産化は不可能と言われていた救命救急時に使用する

「ＩＡＢＰバルーンカテーテル」の開発に成功。現在、心臓分野だけ

でなく日本の三大疾病（がん、急性心筋梗塞、脳卒中）の治療に

役立つカテーテルを次 と々開発・製造・販売している。

プロフィール

筒井 宣政氏 株式会社東海メディカルプロダクツ 会長
つつ い のぶ まさ

東海メディカルプロダクツ本社（愛知県）

人に使われた第1号
IABPバルーンカテーテル

一つひとつ手作りのバルーンカテーテル



分科会 2日目 50音順（8：30～10：10）

小松 節子氏 小松ばね工業株式会社
会長

こ まつ せつ こ

創業者の急逝で突如、専業主婦から「名ばかりの社長」に
内紛勃発、業績低迷、2年連続の赤字と会社存続の危機に見舞われる
強い決意と責任感のもと、一念発起し逆境を乗り超えた

人生全て努力 学べば出来る
見て 聞いて 活かす

講演テーマ

1941年 東京都大田区でばね専門メーカーとして創業した小松ばね工業。創

業者の小松謙一氏が急逝し、順風満帆が一変、会社は混乱に陥った。株式を

相続したことで、経営の知識も経験もないまま名ばかりの社長に祭り上げられ

た。役員に経営を任せていた状態から脱したのは、セミナーで聞いた言葉「会社

がつぶれた時の責任は、社長ただ一人にある」だった。他人に任せ責任だけ取

るのは理不尽。強い決意と責任感を持って挑戦者となった。

幾多の逆境を乗り越え、宮城県工場増設、秋田県工場新設、秋田県第二工

場増設。そして、グローバル時代に対応するため、インドネシア工場を開設し

た。現在は、代表取締役を小松万希子氏（長女）に承継し、会長職として事業

を伸ばしている。

1940年東京生まれ

1960年3月　私立跡見学園短期大学生活芸術科　卒業

1964年3月　小松ばね工業株式会社　非常勤取締役

1984年6月　小松ばね工業株式会社　代表取締役社長　就任

2011年7月　小松ばね工業株式会社　代表取締役会長　就任

2014年7月　小松ばね工業株式会社　会長　就任（現職）

趣味は、クラシックバレエ、洋裁、料理

プロフィール

根岸 榮治氏 株式会社ねぎしフードサービス
代表取締役

ね ぎし えい じ

価格競争には巻き込まれない独自の手法で連日大行列をつくる飲食チェーン。
高い顧客満足度で圧倒的なリピート率を誇るその理由は、
徹底した『人財共育』と自由闊達な組織風土づくりにあった。

１００年企業への理念共有と人財共育ＰＤＣＡ講演テーマ

「店の数ではなく、1店舗1店舗質のいい店を作り、そしてその地域社会に貢献

する」出店は人材ありきで、人が育たなければ出店をしない。年齢・国籍・雇用

形態問わず、全ての従業員に経営理念の共有と『人財共育』を徹底し、強くて

自由闊達な組織づくりを進めている。その結果、マニュアルでは不可能な『親

切』な接客力を生み出し、それが成功の秘訣になっている。

そこまで人にこだわるには訳がある。地方で飲食店を展開していた頃、従業員

が全員ライバル店に引き抜かれるという出来事があった。その衝撃的な事態に

より、短期的に利益を求めても、結局は現場の人材力がなければ店は続かな

いと気づき、そこから人財共育にこだわるようになった。ピンチをチャンスに変

え、今では東京都内に33店舗、横浜に2店舗の35店舗を展開し、着実に業績

を伸ばしている。

福島県いわき市出身。

１９７０年　現在の（株）ねぎしフードサービスを創業。福島県・茨城県・宮城県の３県

にまたがる250Kmにわたる広範囲に多業態の飲食店を約２０店舗出店。

１９８１年　「牛たん・とろろ・麦めし専門店　ねぎし」１号店を新宿に出店し、「ねぎし」

ブランドを設立。他の業態店舗を順次閉店し、ねぎしの業態に集中して経営

していく。

１９９１年　サポートオフィスを仙台市より、東京新宿へ移転。

１９９５年　東京中小企業家同友会新宿支部入会、経営指針書を学び、導入策定。

２００５年より、日本経営品質賞への取り組みを始める。

２００９年　東京都新宿区経営優秀賞受賞

２０１１年　日本経営品質賞受賞（中小規模部門）

２０１２年　農林水産大臣賞受賞 新規業態人材開発部門

プロフィール

近藤 宣之氏 株式会社日本レーザー
代表取締役社長

こん どう のぶ ゆき

「人を大切にする経営」で躍進を続ける日本レーザーも
かつては債務超過で破綻寸前の会社であった。
再建のために派遣された近藤氏。社長就任の初年度に黒字転換を果たす。
雇用を守り抜くために「日本的経営」を進化させ続けている。

ダイバーシティ経営戦略講演テーマ

1993年バブル崩壊と共に業績が悪化、累積債務は1億8,000万円と倒産の危

機に陥っていた日本レーザー。再建のため、翌94年に親会社の日本電子株式

会社（東証1部上場）から近藤氏が社長として派遣されることとなった。

就任早々、着々と改革を進め1期目は2,000万円の黒字に成功、2期目には累

積赤字を一掃し、株主への配当金支払の復活も実現した。

黒字転換後、再建を手土産に親会社に戻るのではないか、という風評が流れ

た。しかし、近藤氏は１年後に親会社の取締役を退任、2007年には従業員から

出資を募り、親会社から株式を買収して独立。新入社員も含め、すべての社員

が自社の株を持つ、世界でも稀な会社買収MEBO（経営者と社員による会社

の買収）を成功させた。

1968年 慶應義塾大学工学部電気工学科卒業後、日本電子株式会社入社。

1989年 日本電子取締役・米国法人支配人、1993年 日本電子国内営業担当。

1994年 株式会社日本レーザー代表取締役社長に就任。

2007年 MEBOにより日本電子本社より独立。

2011年 第1回「日本でいちばん大切にしたい会社」大賞受賞。

2012年 東京商工会議所第10回「勇気ある経営」大賞受賞。

2014年 厚生労働省「女性の活躍推進協議会」委員に就任。

2014年 「人を大切にする経営学会」副会長に就任。

プロフィール

森光 孝雅氏 株式会社八天堂
代表取締役

もり みつ たか まさ

座右の銘は〈人生今日が始まり ここから挑戦〉
苦難を乗り越えて、復活を果たした経営者の志

わが人生、難ありて有難し
未来を拓く

講演テーマ

「くりーむパン」で話題を集め続ける八天堂の原点は、祖父が始めた和菓子屋

にある。その後、父が洋菓子を取り入れたその店に、森光氏が加わったのは平

成2年。父の店とは別に、「たかちゃんのぱん屋」を出店。順調な門出であった

が、コンビニエンスストアやパン屋の増加には勝てず、苦汁をなめる。倒産寸前

にまで追いこまれるが、100種類もの商品を「くりーむパン」一本に絞りこむ。焼

きたてがおいしいという常識から離れ、冷たくして食べるパンを開発。森光氏の

理論と感性で見事に復活させた。「くりーむパン」がうみだされるまでの森光氏

の挑戦は、『何のために経営するのか』という志の大切さを考えさせてくれる。

昭和61年3月 パン職人修行　神戸フロインドリーブ 東京大丸内ポール・ボキューズ 等
平成3年2月 三原市宮浦に「たかちゃんのぱん屋」開店
 広島県内に焼き立てベーカリーを10店舗出店
平成21年2月 スイーツパン専門店として屋号を「八天堂」に統一する
 100種類のパンから1種類に絞り、くりーむパンを発売
平成23年5月 中国地域ニュービジネス優秀賞受賞
平成23年11月 日本ニュービジネス優秀賞受賞
平成25年3月 広島みはら臨空工場設立
平成25年11月 新本社設立
平成26年3月 海外初出店（シンガポールにて催事出店）
平成26年9月 HACHI PAN CAFÉ　開店
平成27年1月 韓国常設店開店（三大百貨店）
平成27年5月 東京直営店（東京ドームシティ　ラクーア）開店

プロフィール

あり がた



今までにご参加いただいたお客様の声

　わが社では、毎年事業計画を社員さん参画で作成する事が慣わしとなっていますが、勿論外部環境
の変化と市場動向などマクロ的な要因分析はトップからの提案に基づいて行なう事になります。ここ
に新春経営者セミナーに私が毎年欠かさず参加する意味を感じています。
　また、この新春経営者セミナーでは、なつかしい顔ぶれと旧交を暖める事が出来るのも参加の楽し
みの一つでもあります。来年も必ず参加する予定です。

参加理由をお聞かせください

　新春経営者セミナーは時機に応じたテーマが明示され、多様な分野の専門講師によりテーマに
沿った講話を聴く事ができ、わが社の事業計画作成に大いに参考になるところがあります。

どのような気づきや学びがありましたか？株式会社アクティス
代表取締役会長
橋本 好正 様
レール溶接工事および
鉄筋継手工事の施工業
（福岡県）

　一年の始まりに志の高い講師の話を聞くことで、その一年を頑張る活力をいただくことができま
す。どんな大企業も、始まりは小さいところからのスタートであり、努力があって成功された過程に勇
気づけられます。

参加理由をお聞かせください

　どの講師にも共通しているのは、なりたい状態にするために、経営資源を一点集中して取り組まれ
ていることです。経営をしていると、時にブレが生じることがありますが、こうした話を思い返し軌道修
正することができています。
　私だけでなく、社員と共に志やビジョンの大切さを共有するため、セミナーでの学びは、社内のメー
リングリストをつかって配信したりしています。ビジョンの実現に向けて一歩でも前進できるよう、そし
て、間違いなく近づいているということを社員にも伝え、共に頑張っていきます！

どのような気づきや学びがありましたか？

　創業者と共に現場第一主義で40年やってきました。しかし、決して良いとはいえない職場環境をつ

くっているのは専務である私にあったことに気づきました。「良い社風」をつくるには、素晴らしい経営

をされている方々の経験を聴くのが一番の近道と思い、新春経営者セミナーに参加しました。

参加理由をお聞かせください

　新春経営者セミナーに参加して、人に光を当てる経営、社員さんが自ら気づき行動に移せる環境づ

くりが大切なのだと確信しました。やはり、体験をされた方は違います。逆境を乗り越えてきた方々の

話は、最高の刺激であり、最高の導きとなりました。

　まだまだ良い社風になったとはいえませんが、お陰で元気な挨拶が飛び交う社風に変わりつつあり

ます。これからも社員さんと同じ方向に向かって、成長発展できるように努めて参ります。

どのような気づきや学びがありましたか？

株式会社イマイ自動車
専務取締役
今井 あき子 様
自動車販売業
（宮城県）

　年の始めに心を整えて、志を磨く良い機会と思いました。全国からやる気に満ちた熱い経営者が集

まる場に自分の身を置き、個性溢れる講師のお話をお聴きして、自分に気合いと喝を入れることが目

的で参加しました。

参加理由をお聞かせください

　成功の道を歩んでいる経営者も、最初から順風満帆な方は一人もいないことに改めて気づきまし

た。また『経営者は存在することに大きな意味がある』との言葉には、高い理想を掲げ信念を持って行

動する姿をみせることへの責任と自覚が必要なことも学べました。

　新春経営者セミナーに参加して、今まで以上に社員さんの幸せを考える様になりました。社員さん

が本当に会社を好きになり、会社が儲かると楽しいと感じ、人生を懸ける価値があると思えるような

会社を創ることが、自分に与えられた仕事なのだと再認識しました。そんなやりがいのある仕事が出

来ることへの感謝の気持ちも深まりました。

　これからも２００年企業を目指し、学び続けてまいります！

どのような気づきや学びがありましたか？
株式会社新谷商店
代表取締役社長
新谷 光一 様
エネルギー供給業（燃料小売業）
（北海道）

　年始の1月に行なわれるセミナーなので、各界の著名人の示唆に富むお話をうかがいながら、新年

度の計画の参考とさせていただいています。また、一流の経営者の方のお話の中には、会社で行き詰

まっていることや、人間関係で苦しんでいることなどを打開するヒントがたくさん含まれています。ま

た毎年恒例の「ありがとう経営の企画」は、社員の皆様やお客様に素直に感謝できる気持ちを改めて

実感し深めてくれています。

参加理由をお聞かせください

　一流の経営者、文化人のお話を聞いていると、成功された方たちに共通することは、専門的・経営

的な知識よりも、やはり人間的な幅の広さが優れていることだと気づかされます。謙虚で、努力家で、

感謝の念が強く、そして自己の利益のみでなく周りの利益も考えておられるなど、大切なことを学ぶ

ことができました。

　経営者は冷徹なまでの経営的なスキルと、人間的な幅と温かみの両方が必要とされます。それは

ある意味では二律背反的なもので、私はその狭間でいつも判断に悩むことが多くあります。そんな時

に感謝の念を忘れず、利他の心で必然的に経営を行なえば、必ず繁栄が訪れると信じています。私は

そんなことをいつも新春経営者セミナーで教わってきました。これからも社員さんとお客様の幸せを

願って経営道を邁進していきます。

どのような気づきや学びがありましたか？
株式会社イングカワモト
代表取締役
川本 嘉博 様
グラフィックデザイン・印刷業
（愛知県）

株式会社ジャスト
代表取締役
若本 大一朗 様
設計
（石川県）



Memory of 2015
新年の想いを新たに！ 圧巻の講演と経営者との交流。志を貫き通す決意を固める！



受講手続きのご案内

FAX送信先　東京 0120-938-321　※番号の掛け間違いには、なにとぞご注意ください。

申込日

会社名

会社住所

フリガナ

ご氏名
役職

フリガナ

ご氏名
役職

フリガナ

ご氏名
役職

フリガナ

ご氏名
役職

〒　　　　－ TEL

FAX

年　　　　月　　　　日

参

　
　加

　
　者

 2016年　新春経営者セミナー 　申込書

※ コンサルティング業関連・研修教育業関連等、同業の方のご参加はご遠慮ください。
※ 研修中の撮影・録音・パソコンの使用は、お断りさせていただきます。
※ 暴力団関係者（準構成員等も含む）・暴力団関係企業・団体、
　 その他反社会的勢力に属する方の参加はご遠慮ください。
※ 講師は変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

1,000名定　　員

経営者・経営幹部・幹部候補対 象 者

受 講 料

2日間のセミナー料と1日分の昼食代・新春記念パーティー費を含みます。
ご宿泊費、交通費は受講料には含まれていません。
オーナー会員のセレクトコースが利用いただけます。

オーナー会員  108,000円

P S V 会 員  113,400円

一   　　　　般 118,800円

（税込）

ホテル グランパシフィック LE DAIBA
東京都港区台場2-6-1　TEL 03-5500-6711

交通アクセス（タクシーの場合）

会　　場

◆新橋駅から 約20分

◆東京駅八重洲口から 約25分

◆品川駅から 約20分

◆東京国際空港（羽田）から 約20分

※恐れ入りますが、振込手数料はご負担願います。

三菱東京UFJ銀行　池田支店　普通1321672
口座名　株式会社日本創造教育研究所

振込口座

宿　　泊 ご宿泊は各自でお手配ください。
（ホテル グランパシフィック ル・ダイバをご利用される場合は、
優待価格にてご案内させていただきます。）

最寄りのセンターでも
承っております

ホームページ　
http://www.nisouken.co.jp/

FAX（0120）938-321

東京研修センター
〒136-0076
東京都江東区南砂2-2-7

TEL（０９２）４７５-１４６６
FAX（092）482-8392

■ 福岡研修センター

TEL（０５２）４８３-０４７１
FAX（052）483-0500

■ 名古屋研修センター

■ 札幌研修センター
TEL（０１１）７２９-２１４１
FAX（011）729-2145

■ 広島営業所
TEL（０８２）５０２-６２８１
FAX（082）502-6282

お申し込み・お問い合わせ先

TEL（03）5632-3030
FAX（03）5632-3051

■ 大阪研修センター
TEL（０6）6388-7741
FAX（06）6388-7739

「個人情報のお取り扱いについて」～下記の内容に同意の上、お申込みください～
○本研修にお申し込みの際に、お客様より頂きました個人情報は、日本創造教育研究所グループ（（株）日本創造教育研究所・（株）コスモ教育出版・（株）CODコンサルタント）および全日本マネ
ジメントコーチング協会のサービス内容のご案内に利用させて頂くことがあります。

○お客様から頂きました個人情報に関して、修正、利用停止、削除などの必要が生じた場合、ご本人様から直接ご連絡頂くことにより、適宜、ご要望に沿った対応をさせて頂きます。
○日本創造教育研究所グループおよび全日本マネジメントコーチング協会は、ご案内の発送業務において、契約している委託業者に、当グループが保有する個人情報を開示することがあります。
これらの契約業者とは機密保持契約を締結しており、当該業務以外の目的で情報を使用することを禁じています。

振込予定日 月　　　　　日

□ オーナー会員
［ □ セレクト利用　□ 振込 ］

□ PSV会員

□ 一　　　般

申込区分

●

●


