
リーダー 松本寿吉郎
045-894-0479 /080-9194-3914

目 的

この研究会は、ニュービジネスを立ち上げた社長をお招きし、その工夫や苦労
話、そして人生談をお聞きしながら、こちらからも有効なアドバイスをさせていた
だくという、交流の場です。4１年間休まずに毎月開催して4９0回を超えます。

研究会では、経営コンサルタントとして必要な情報感度を研ぎ澄まし、時代の
風向きを察知して俊敏に動くこと。ゲストスピーカー （ニュービジネスの社長）を
囲んでのディスカッションをベースに、コンサルティングに重要な積極的傾聴能
力（Active Listening）を磨くこと。 ディスカッションの結果をまとめるレポート作
成能力を磨くこと。参加者相互のネットワークを最大の情報源としてナビゲー
ター（水先案内人）になることを目的としています。

開催日時 毎月第３土曜日 １５時～１７時

開催場所（１） 地域交流センター代々木（渋谷区代々木3－51－8）

（JR・大江戸線代々木駅より徒歩７分、 電話：03-3370-7741）

開催場所（２） 渋谷区立商工会館 ほか

※ メーリングリストにて、場所、ゲスト社長などを通知します

活動の特徴
◆ 入会金・年会費など無し （当日会費 1,000円／回のみ）
◆ 事前の出席・欠席の連絡は不要です。
（ただし満員の場合、遅れて来られた方は参加できない場合があります。）

サブリーダー：小川 賢一
（携帯:090-5571-0274）
ktrys1995＠icloud.com

当研究会の30周年記念
出版物
（株）東峰書房 ￥1,320円
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新入会員募集

令和３年度活動計画：
１．財務諸表の読み方を学習し、分析力を身につける
２．研究活動

①企業の開示情報を入手し、財務分析を中心とした事例研究・発表
②最新の財務・会計に関する知識の習得
③管理会計手法と中小企業への展開に関する研究

毎月の例会（会員による事例発表と意見交換）
１．日時：毎月第３水曜日、１９：００～２０：３０（二次会あり）
２．会場：南部労政会館（JR大崎駅ゲートシティ大崎ウエストタワー2階）
３．会費：５００円（その都度）
４．連絡先： リーダー 小松原 拓 komatsubara@mbe.nifty.com

事務局 荒井康之 arai.smec@gmail.com

令和３年度研究会日程(ホームページでもご確認ください)

活動成果(例)：
１．産業分類別中小企業の「収益構造と資産構造」作成
２．毎年研究会活動成果報告書を作成
３．研究活動成果：ホームページ(http://www.zaimu-shindan-kenkyukai.jp/) に掲載

４月２１日（水） ５月１９日（水） ６月１６日（水） ７月２１日（水）

８月１８日（水） ９月１５日（水） １０月２０日（水） １１月１７日（水）

１２月１５日（水） １月１９日（水） ２月１６日（水） ３月１６日（水）

財務診断研究会 検索

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Ｈ16年 Ｈ17年 Ｈ18年 Ｈ19年 Ｈ20年 Ｈ21年 Ｈ22年 Ｈ23年 Ｈ24年 Ｈ25年 Ｈ26年 Ｈ27年 Ｈ28年

経
常
利
益

単
位
：
千
円

売
上
高

単
位
：
千
円

調査対象法人企業１社当たりの業績推移

売上高 経常利益

2008(H20)年9月
リーマンショック

2011(H23)年3月
東日本大震災

１社当たり売上高
１２％減少

１社当たり経常利益
２２％増加

2014(H26)年4月
消費税5%⇒８％

１社当たり売上高

H16年 351,940千円
１社当たり売上高

H28年 311,915千円

１社当たり経常利益

H16年 8,114千円

１社当たり経常利益

H16年 9,884千円
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調査対象 法人企業 借入金残高/借入金依存度/自己資本比率

借入金残高 借入金依存度 自己資本比率

2008(H20)年9月
リーマンショック

2011(H23)年3月
東日本大震災

借入金残高
H16年121,971千円

借入金依存度
H16年：45.0% 自己資本比率

H28年：38.8%

2013(H25)年3月
金融円滑化法期限

自己資本比率
H16年：24.7%

借入金依存度
H28年：34.8%

借入金残高
H28年95,017千円
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内田 圭（企業内診断士です） ucd@kc5.so-net.ne.jp

*** 業務の都合により、メール対応が遅くなる場合があります。m(_ _)m

■まちづくりとは、ここ十数年かけて一般的に使われるようになってきました。
しかしながら、ほとんどの場合は明確な定義をされずに使用されており、都市再
開発、地域活性化、賑わいづくり、エリアマネジメントなど、論じる人によって、
様々な文脈で使われているバズワードとなっています。表記についても、街づく
り、町づくりなどとも表記されることもありますが、ひらがな表記が多く使われ
ています。

■一般的には、建物や道路といったハード面や、歴史文化などのソフト面を、保護・
構築・改善・マネジメントする事によって、さらに住みやすいまちとする活動全
般を示されます。そしてさらには「さらに良い生活が送れるように、ハード・ソ
フト両面から改善を図ろうとするプロセス」と捉えられていることも多いようで
す。また、まちづくりは「住民」「行政」「企業」等の協働、組み合わせによる
もの、もしくは単体による取り組みがあります。近年は「エリアマネジメント」
「タウンマネジメント」といった取り組みで、協働による活動が増えてきていま
す。「まちづくり」は、時代と共に、いろいろな意味合いを持つワードです。

■研究会では、一つの分野を深く研究するのではなく、「まちづくりの多様性」を
捉えて、関連性のあるテーマを幅広く（ユルく）扱っていきます。

日時／毎週第１土曜日13：30～16：30

場所／新宿NPO協働推進センター（高田馬場）

■「まちづくり」に関連する（してそうな）情報を紹介、共有し、参加者各人の様々な視点から

自由に議論・意見交換を行います。研究会として事業に取り組むものではありません。
■出席できるときに出席できる、開かれた自由な研究会です（参加費100円/回）。

■参加者は毎月10名弱。参加者の経歴、属性はさまざまです。

前年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、外部講師招聘や視察は行わず、

★生産緑地の2022年問題（9月）

★自転車とまちづくり（11月）

★大阪都構想 住民投票実施（12月）

などのテーマで、会員からの報告をもとに、意見交換を行いました。

★月やテーマによって変更する場合があります
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◆人事労務管理に関する研究活動と会員相互の情報交換を通じて、中小企
業診断士が、中小企業の経営に役立つ助言や支援を行うためのコンサル
ティングスキルを高めていきます。

労務管理研究会

活動の目的

＜人事労務管理に興味のある診断士へ＞
会員が交代で講師を務める全員参加型の研究会です。

活動の内容

月例研究会の概要 （見学大歓迎！）

◆実務で使える「成果物」作成や「セミナー」開催に向けてのテーマ別研究活動
・中小企業にとって関心の高い労務管理のテーマに絞り込んで研究活動
◆「ミニ勉強会」の毎月開催
・最近のトピックスを中心に会員が講師となって全員でディスカッション実施

＜開催日時＞ ・毎月第２土曜日(原則）
・13：30～16：30

＜開催場所＞ ・入新井集会室（ＪＲ大森駅） 、
・オンライン（ｚｏｏｍ） 他

＜会 費＞ ・年会費5,000円（10月以降2,500円）
・臨時1回500円

(ただし初回見学無料）
＜ご連絡先＞ ・リーダー 坂本直紀

e-mail : saka@sakamoto-jinji.com

最近の主な研究活動テーマ

◆「テーマ」に絞り込んだ研究活動
①テーマ：「ワークライフバランス」
・中小企業の残業対策、休暇の取得促進、健康経営を提案する。
②テーマ：「人生１００年時代（高年齢者対策）」
・中小企業における高年齢者の雇用対策を提案する。
③テーマ：「ＨＲテック」
・高度なＩＴを活用し、中小企業の人事労務に関する業務改善を提案する。
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当研究会は、中小企業の環境経営に関するコンサル手法を研究して実践

に役立てています。

最近、中小企業ではエコアクション21等のマネジメントシステムを取得する

企業が増えていますので、研究会メンバーも専門資格を生かして活躍中です。

環境ビジネスに関心のある方、環境ビジネスのコンサルティングをしたい方、

これからエコアクション21審査人の資格取得を目指す方は、当研究会に参加

し、一緒に研鑽しましょう。

＜研究会概要＞

１．例会日時 毎月第２土曜日 １３：３０～１６：００

２．会場 品川区中小企業センター内会議室 （通常）

※オンライン開催も適時実施

３．年会費 5,000円 （都度参加1,000円/回）

４．代表 稲垣雅文／ E-Mail：masa23inagaki@gmail.com

５．連絡窓口 幹事：渡邊正広／ E-Mail：m-wtnb@f7.dion.ne.jp

サスティナブル（持続可能）な社会の価値観を先取り！

環境を視点に中小企業経営を支援する研究会

「中小企業の環境経営支援の実践を学びたい方」

新入会員募集

＜最近の主な研究会テーマ＞

① エコアクション２１のコンサル実施事例研究

② 環境ビジネスに取組みで元気な中小企業の事例報告

③ 「創・省・蓄エネルギーマニュアル」の冊子作成

④ 節電対策支援事例研究

⑤ SDGs（持続可能な開発目標）と中小企業の取組研究
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法律が苦手な方のための研究会です

✓ よく「法律に興味はあるが苦手」という声を伺いますが、当研究会はそんな方のためにあるの

だと思っています。 気楽にざっくり学ぶことで、法務に対するハードルは確実に下がります。

✓法律を難しくせず、「経営の日常に活かすをモットーに」、そんな私たちが書いた本だからこそ、

高い評価をいただいた本が出版できたのだと自負しています。

東京都中小企業診断士協会
城南支部

当研究会は、企業経営に関する法律や制度、契約などについて幅広く身に付けることでコンサルティング

の信頼度を高めることを目的に活動しています。 認知度向上のためのブログによる研究成果の発信も継

続しており、たまに出版や執筆のオファーを頂き、コンサルビジネスのフロントエンドとしても貢献しています。

経営法務研究会

随時会員募集中（見学歓迎）

▶ 成果物
例

【 開催日時 】：毎月第２火曜日 18:30 ～ 20:30

【 開催場所 】：大田区産業プラザ(PIO) 6F会議室(京急蒲田駅下車5分)

【 会 費 】：年会費 5,000円（初回無料）

【 問合せ先 】：山下 洋（リーダー）hiroshiyam0214@gmail.com

※ 興味のあるテーマのみのスポット参加（1,000円/回、初回無料）も歓迎します。

▶ 例会概要

▶ 申込要領

▶ 特 徴

・会社整理・事業再生・事業承継

・外国人材活用（入国管理法）

・中小企業の知財権、著作権

・コロナ禍対応資金繰り施策

・テレワーク構築の実際と法務対応

・刑事裁判傍聴セミナー

▶ 発表テーマ・イベント例

▶ ブログ
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Information
日時 毎月第４水曜日 18:30～20:00
場所 エセナおおた
代表者 椎木忠行 td-siiki@jcom.home.ne.jp
連絡先 柄澤明久 DQN04522@nifty.ne.jp

新型コロナウイルスのリスクを考える。

災害には自然災害と人為災害があります。人為災害の場合

はリスクマネジメントを行うことで、ある程度発生を抑えることが

できます。しかし多くの自然災害の場合は発生を抑えることが

できません。地震、津波、台風、竜巻、大雨、旱魃などがその

代表です。ウイルスを含む感染症も同様です。しかも感染症の

場合は、その内容（症状、感染力）が従来のものとは異なった

未知の場合も多いのです。感染症のリスク対策の困難さもここ

にあります。リスク対策には「軽減」「移転」「受容」があります。

感染症の場合は「移転」は不可能で、「受容」したうえで「軽減」

を図るしかありません。つまりウイズコロナのもとで、可能な限

りの感染予防をすることが重要なのです。

リスクマネジメント研究会はあらゆるリスクを対象としてその

マネジメント対策を考える研究会です。

最近取り上げた話題
・譲渡制限株式に関するリスク
・コロナ感染症とリスクコミュニケーション
・資本主義のリスク パートⅢ 資本主義はどうなるのか

・事業継続力強化計画
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marketing
マーケティング研究会の活動指針は「ing」

「実践」と「理論」を通じて、

「ツカエルマーケティング」の習得を目指し、

動き続けます！

問い合せ

城南支部 マーケティング研究会 代表：原田 英明

興味あるテーマを選択して気楽にご参加できるスポット制と
年間を通じて出席・活動いただける特典付きの年会費制があります！

選べる会費！
気楽なスポット参加と、お得な年会費制の2本立て

問合せ先 mailto:agoto0423@gmail.com 後藤 昭洋

■5/18(火)19:00～
テーマ：診断士が初めて支援しやすい補助金
講 師：当研究会会員 原田 英明
内 容：診断士のマーケティングスキルが活かせる小規模持続化補助金で小規模

事業者の成長（売上拡大）を支援する
※定例会前に総会も実施予定

※コロナウィルスの予防措置で中止・延期になる場合もあります
■6月以降の定例会について～
・城南支部ホームページ、TOKYO SMECAニュースでご案内します

・毎月第3火曜日 19:00～21:00

・場所：品川区立中小企業センター

・会費

- スポット参加 ：1回 1,000円

- 年会費参加 ： 6,000円

※初回の見学は無料！

まずは一度、ご参加ください！

自社のマーケティング活動に
ついて課題を抱える中小企業
経営者をお招きし、経営者か
らのプレゼンテーション後、
意見交換およびアドバイスを
行います。意見交換を通じて
検討した内容を継続してフォ
ローする活動も事業者に応じ
て行います。

実践の場の提供！
実際に企業のマーケティング活動を支援

〔研究会開催概要 〕

プレゼン

意見交換

報告

企業経営者

隔月で、会員による研究発表を行います。テーマは自由。発表者独自の視点で選ばれ
たテーマは、新たな気づきが満載です。

理論の展開！
会員による研究発表・討論

中小企業経営者との研究会風景

中小企業経営者と
ディスカッションができます！

※今年度の研究会はコロナウィルスの感染状況を踏まえながら内容で実施していきます
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城南支部
ものづくりイノベーション研究会

中小製造業の集積・大田/品川区等のものづくり企業支援のための

経営診断スキルを相互研鑽と情報交流で高めることが出来ます

月例研究会概要
開催日：毎月第2木曜日 18:30～20:30 （毎回懇親会あり）
会場：東京都南部労政会館（大崎駅徒歩5分）他
会費：年会費城南支部員6,000円他支部員7,000円

（スポット参加1,000円/回） 初回参加は体験扱いで無料
内容：初心者からプロコンまで診断スキルを事例を通じて高めます
☑ 中小製造業の基本知識と情報交流（隔月）
☑ 中小製造業の事例に基づく実践研究と情報交流（隔月）
☑ 城南地区中小製造業の診断実施と経営者との講演会（各1回）

連絡先：事務局 福田和彦
携帯：090-8592-3540 電子メール：kazzu.fukuda@gmail.com

城南支部は、大田区、品川区などを含む京浜工業地帯に存在しており、そこには日
本最大の中小製造業の集積地があります。これら中小製造業の多くが当面する課題
は、生き残り戦略の構築であり、ものづくりイノベーションによるビジネス競争力の強化
です。ものづくりイノベーション研究会は、これらの環境変化やニーズに対応するため
に、会員相互の研鑽や情報交換を通じて工場診断実務に関するスキルを深め、もの
づくりイノベーションの情報やノウハウを共有し、研鑽する活動を目的としています。

新入会員募集

ものづくり・経営戦略・診断スキルを高めるなら
（技術分野でない診断士にとっても「ものづくり診断」が出来るようになる）

直近の活動実績（2020年～2021年）
10月「中小・小規模製造業の事業承継に知的資産経営を活用する」 坂野会員
11月「金型技術」小泉リーダー 福田会員
12月「日本酒の酒蔵」 関根会員、忘年会
1月「川崎市の物づくり支援川崎モデルの実態」 伊藤和良様（前川崎市経済労働局長）
2月「マシニングセンター加工の知識」 福田会員
6月「ものづくり補助金申請支援」Zoom開催小泉リーダー
7月「工場診断の進め方と報告書の書き方」 福田会員
8月工場診断実践（中小企業活力向上プロジェクト診断） マシニング加工 ㈱富士テクノマシン
9月「射出成形を中心とした樹脂加工の知識」 福田会員
10月「研削・研磨の基礎知識」 福田会員
11月「出荷本数№1 中小製造業に選ばれる生産管理ソフトとは 佐々木会員
12月年間計画、年末のプチ講話「恒例の酒造りの話し」 福田会員
1月「たかが５Ｓ、されど５Ｓ コロナ不況で明暗を分ける５Ｓ、改善の差」 Zoom開催 中川会員
2月「プレス加工・板金加工の基礎知識」 Zoom開催 福田会員

Zoomでの併催実施中
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〈研究会の開催概要〉

日時： 毎月第４水曜日 18:30-20:30

場所： 品川区中小企業センター等、城南支部エリアの公共施設

会費： 年会費 ５，０００円（初回無料、スポット参加あり）

お申込・お問合せ先： 関根清一 （事務局）
sekkie_s@ybb.ne.jp 080-5502-3286

チームコンサル研究会
－より大きな成果を出せる診断士に－

・ 研究会活動を通じて、プロフェッショナルなコンサルタントとしての理念
や価値観の共有化を図り、コンサルティング成果と顧客評価の最大化
を得るためのチームコンサルについて実践し研究する研究会です。

・ 「経営コンサルティングに関する知見の共有」「コンサルティング手法の

研究開発」 「コンサルティングの実践」を主テーマとしています。

代表 中峰 博史

新入会員募集中

◇これまでのテーマから◇
・五感からマーケティング＆ブランドを捉える
・展示会出展実務のポイント
・生産管理のカイゼン手法～コンサルタントとしての基礎知識
・中小企業における人材採用、人事評価、教育訓練
・生産管理システムでの原価管理の一考察
・大田区町工場の今昔
・ＡＩの現場からのビジネスへの活用
・中小企業向け情報セキュリティ対策指導のポイント
・テレビ番組における字幕ビジネス～現状と今後の展望～
・聞く力ーインタビューを通してー
・渋沢栄一「論語と算盤」読書会(継続テーマ）
・SDGsとエコアクション２１のすすめ
・コロナ時代の事業継続計画（BCP」
・ウイズコロナ・アフターコロナの持続可能を考える

（次回予定） ４月２８日（水） 「企業の実例に見るコロナ禍対
策とその活用」 試行錯誤で行われた現場対策を紹介し診断業務へ
の活用を議論します 講師：阿部一人会員

幅広いテーマを
議論しています
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事業承継実務研究会

活動の目的

活動の内容

最近の主な研究活動テーマ

新入会員
募集中

１．例会日時
２．会場
３．年会費
４．代表
５．連絡窓口

毎月第１金曜日 18：30～20：30 お試し参加OK!
東京都南部労政会館（大崎駅徒歩５分）他
６，０００円（お試し参加：１，０００円）
足立 秀夫

幹事：星野 裕司／fieldstar25@gmail.com

＜研究会概要＞

本会は、会員相互の研鑽とコミュニケーション活動、事業承継支援の実
務を通じて、事業承継支援に関する研究や提供サービスの開発を行い、中
小企業の持続的な発展に寄与していきます。

◇事業承継支援の事例研究
◇支援機関や専門家、企業経営者による講演
◇事業承継支援の実務プロジェクトへの取り組み等

◇金融機関と連携した中小企業診断士の特徴を活かした事業承継支援
／合同会社ゆわく 代表社員 大山雅巳様（９月）

◇事業承継７つのステップ／内田経営株式会社 内田聡様 （10月）
◇迷ったら茨の道を行け ～企業再生の修羅場で学んだこと～

／株式会社オーダースーツSADA 代表取締役社長 佐田展隆様（11月）

診断士の必須テーマである事業承継後を、H30年11月発足の
新たな研究会で一緒に学びましょう。基礎から研究するので安
心、実務につなげる、今から一緒に学びませんか。
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＜研究内容＞
• 経営の強みとなる非財務情報
（知的資産）を見つけ出し、
売上や利益に結びつけるス
トーリーをデザインする力を
高める

• 非財務情報の発見やその活用
に最適なツールを学び、整備
していく～「事業価値を高め
る経営レポート」「経営デザ
インシート」の活用～

開催日：毎月第３or４水曜日
場 所：世田谷、大崎など城南

支部地域内
会 費：￥4,000ー
連絡先：mhilano@siroato.net

（平野匡城）
詳細はhttps://design-
sheet.jp/keiei-no-design/

コロナや不確実性の高いこれからの社会に
おける経営支援のあり方を探求！

＜Vision＞
いつ何が起こるかわからないこれからの
社会の中で、それぞれの中小企業が持つ
価値のあるアセットを活用し発展してい
けるように支援!

経営のデザイン
研究会

＜目的＞
尖った発想で、新しいことをやる企
業を支援できる研究会！

• 価値デザイン社会の中でも持続
的成長できる企業を増やす

• 価値デザイン社会でも活躍でき
る診断士の仲間を増やしていく

2019年８月に設立した比較的新し
い研究会です。
・若手会員が活躍しています。
・外に開く研究会のため、でき
るだけ知的資産経営を実践さ
れている方や経営者の元へ足
を運びます。
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