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保存版 

夜逃げせずに 

経営危機を 

乗り越える 7 つの鉄則 

 

洲山曰く 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

ピンチはチャンスだ！ 

明るく！元気に！！前向きに！！！ 

プラス発想の笑顔でピンチを乗り越えよう！！！ 

 

 

 

 

「社長に笑顔と勇気を与え続ける！」 

株式会社喜望
き ぼ う

大地
だ い ち

  

悩める社長の救世主  (しゅうざん) 
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経営危機を 

乗り越える 7 つの鉄則 

 
【はじめに】 

1. 洲山は平成 15 年 10 月事業の拡大策に挫折し、会社債務 30 億 701 万円、個人債務(保証

債務含む)18 億 5,975 万円を抱え、倒産・破産・一家離散・夜逃げの危機を迎え、その

現実から逃げずいろんな方々の智恵とバックアップを受けながらピンチを乗り越えてき

ました。 

 

 

2. 洲山の絶頂期は、小売業で 22 拠点、サービス業で 12 拠点、グループ年商 50 億円、従

業員 270 名まで規模拡大し、業界初の上場企業を目指しておりました。その将来性を期

待されてベンチャーキャピタル 4 社より 1 億 6,000 万円もの出資を受けました。 

☆ホリエモン VS フジ TVのバトルでホワイトナイト役として登場した SBI(ソフト

バンクインターネットテクノロジーファンド)より 1.2 億の出資をいただいていま

した。 

 

 

3. 絶頂期には、洲山の個人保証のみでの無担保借入が 1 億円でもスムーズにでき、リース

契約は 1 億円を超えても個人保証ナシで契約できました。その後経営判断のミスによる

不採算店の発生、新規事業の失敗等が重なり経営の歯車が狂い出した事により、塗炭の

苦しみを味わいました。 

 

 

4. 平成 17 年 1 月に神戸にて事業再生・復活請負人としてスタート。その後の事業拡大に

より、9 月から大阪にオフィスを移転しました。小切手・手形不渡り事故を 2 回起こし

た銀行取引停止処分の倒産企業 14 社を復活した実績はじめ病状に応じた適格なアドバ

イザーとして、また案件によっては CFO 財務執行役他に就任して、窮境企業の事業再

生に成功しました。 
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リストラの過程において銀行取引停止処分と自己破産以外のほとんどの事を体験し、18 拠点

からの撤退、肩代わり企業への営業譲渡や会社分割など、後述します「内科療法」「外科手

術」「ICU での大手術」をすべて実務として経験しました。 

雇用を守りお客様・お取引先様へのご迷惑を最小限に出来るスキームがほぼ見通しがたった

事より、経営危機から再生までの間に筆舌に尽くせぬ艱難辛苦を体験し、学んだ事を世の中

でお役に立てたいと願い、中小企業オーナー経営者対象に喜望大地経営研究会を主宰し、ス

タート致しました。 

 

 

本小冊子は、洲山の汗と涙にまみれた激動の 768 日間に体験した事・学んだ事・

実行した事及び事業再生･復活請負人として活動した約 10 年間から編み出した

事業再生・復活の鉄則です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道元禅師曰く 

「全ての苦しみは、他と較べることによ

って生じる。 

病気のときは病気になればよかろう。」 
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「自分が 源
みなもと

である」 

との心構えが原点 

 
【基本的心構え】 

今現在の会社の状況は、絶好調でも絶不調でもすべて経営者である自分が招いた事。 

世の中の景気が良かろうが、悪かろうが、立派な経営成績を出している会社(＝勝ち組)か、

残念な経営成績で甘んじている会社(＝負け組)のどちらかであり、過去の経営判断と毎日の

努力の積み重ねにより今日の業績が決まっている。 

洲山は、心底「自分が源」であるとの自覚を持てた時より、逆境の中でも問題より逃げず、

正面から向かい解決しようとの強い意思で、困難な道を切り拓いて少しずつ前進しています。 

 

 

☆「自分が源」の考え方は、尊敬する日本創造教育研究所の田舞徳太郎代表から学びました。 

☆自分原因説に立たないと不平不満を言うだけの人生になってしまいます。 
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臥龍曰く 

「自立とは、いかなる環境条件の中にお

いても、自らの限りなき能力と可能性を

最大限に発揮して、道を切り拓いていこ

うとする姿勢」 

 

「本気と本気もどきは違う！ 

 本気になれば人生辞書から 

 “あきらめ”の言葉は消える！」 
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ダライラマ 14 世曰く 

「人は幸せになる為 

生まれて来た」 
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経営危機を乗り越える 7 つの鉄則その 1 

正しい現状認識を 

客観的に判断する事 

 
①ややもすると経営者は、楽観的・希望的観測で売上・粗利を過大に見積り、逆に経費・仕

入金額を過小に予測したりして、上下で大きな資金ショートを招きがちです。売上・粗利・

経費・人件費・営業利益・経常利益・在庫・売掛金・買掛金・約束手形・借入金を正しく

把握して、トレンド(傾向)がどうかを把握する事。 

洲山一口アドバイス 

現状の力で実現可能な売上・粗利額で利益を上げて、 

資金繰りが回る 

体質に構造改革する事 

 

 

 

 

②決算書の貸借対照表(バランスシート)の資産内容を正しく把握 

土地建物などの不動産も 

在庫などの動産も 

ゴルフ会員権・リゾート会員権・売掛金などの債権もすべて 

市場(マーケット)価格・時価で評価する事 

また不動産は謄本(全部事項証明証)をチェックし、時価と抵当権及び借入残高を分析し、

剰余(担保余力)があるか無剰余(オーバーローンで担保割れ)かを判断する事が必要です。 
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洲山一口アドバイス 

剰余か無剰余かによってその不動産を守るか捨てるか？任意売却して買い戻すか？外科手

術の方針が決まります。 

 

 

具体的アクションプラン 

一、経費をいくら削減すれば営業利益がでるか？ 

二、その為には、構成比の高い経費から徹底した見直しをする。 

三、月別・経費別の削減計画を立案・実行。 

四、決算書・バランスシートの資産を時価評価 

五、法務局にて不動産の謄本を取得し分析 

 

 

経営不振・金欠病は人間の病気と同じで、早期

発見・早期治療が早く回復するコツです！ 

 

洲山一口アドバイス 

病状は・・・①資金余裕のあるなし 

・・・・・②借入増加傾向かどうかでチェックする事 

キャッシュフロー(現金の流れ)が全てです。 
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経営危機を乗り越える 7 つの鉄則その 2 

事業内容を分析し、 

傾向と対策 

 
① 事業内容を細分化する 

□a 事業部別に 

□b 取り扱い商品グループ別に 

□c 拠点別に 

 

 

 

② ライフサイクル理論にて分析 

□a 誕生期 

□b 勃興期(導入期) 

□c 成長期 

□d 成熟期 

□e 衰退期 

 

 

 

③ 経営戦略 

□a 守 る…成熟期部門＝経費をかけずに収益を上げる 

□b 捨 て る…衰退期・赤字部門＝見切り千両 

□c 伸 ば す…成長期部門＝主力事業であり販促費をかけて売上と収益を上げる 

□d シンデレラ…誕生期・勃興期部門＝我社の将来を担う主力商品に育てる。 
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経営危機を乗り越える 7 つの鉄則その 3 

負債を分析し、 

傾向と対策 

 
まず負債の中身を分析し整理しましょう。 

 

①仕入関係 

 □a 買掛金(〆後のサイト把握)月商とのバランスは？ 

 □b 約束手形(〆後のサイト把握)月商とのバランスは？ 

 

②設備・経費関係 

 □a 未払い金の中身と延滞の有無 

 □b 約束手形の中身とジャンプ依頼の有無 

 □c リース契約の中身とリスケの有無 

 

③借入金・社債・預り金関係 

 □a 政府系の借入残と借入条件把握 

(ア) 商工中金・中小公庫・国金・保証協会の保証 

 □b 都市銀行・信託銀行の借入残と借入条件の把握 

 □a 地方銀行・第二地銀 

 □b 信用金庫・信用組合 

 □c 商工ローン・サラ金・ファクタリング業者 

 □d 家族・知人・友人 

 

洲山一口アドバイス 

銀行における自社の債務者区分(P.30 参照)と格付評価を把握する事。 
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④租税公課関係 

 □a 税 金 の延滞有無 

 □b 社会保険・労災 の延滞有無 

 

⑤労働債務 

 □a 給 与 の遅配の有無 

 □b 退職金 の未払いの有無 

 □c 預り金 の未払いの有無 

 

洲山一口アドバイス 

負債の中身とトレンド(傾向)を分析する事により、病気の症状が判断できます。 
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経営危機を乗り越える 7 つの鉄則その 4 

支援体制について 

分析・判断 

 
①取引金融機関＝与信取引のトレンドは 

 □a メインバンク・サブメインバンクはあるか？ 

 □b 引き続き支援体制でニューマネーが出るか？ 

 □c 融資残高維持は可能か？ 

 □d 融資回収方針か？ 

②仕入先＝与信取引のトレンドは？ 

 □a サイト短縮要請はないか？ 

 □b サイト延長は可能か？ 

 □c 現状の決済条件による継続は可能か？ 

③社員のモティベーションは？ 

 □a ボーナスカットは可能か？ 

 □b 給料カットは可能か？ 

 □c 休日削減・労働時間増加は可能か？ 

 □d 人員減は可能か？ 

 □e 会社方針に会社員のベクトルは合っているか？ 

 □f モティベーション(意欲やヤル気)はどうか？ 

④株主・経費関係 

 □a 増資は可能か？ 

 □b 私募債引受け(＝取締役会決議で 5 億円迄 OK)は可能か？ 

 □c 地代家賃引き下げの可能性は？ 

 □d その他経費削減の可能性は？ 

 

洲山一口アドバイス 

この判断で今後の方針が決まります。 
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経営危機を乗り越える 7 つの鉄則その 5 

キャッシュフロー(資金繰り) 

の傾向と対策は？ 

 
①過去半年実績と今後半年の見通しは？ 

②前年実績との対比はしているか？ 

③今期計画と実績との対比はしているか？ 

④日繰り表(計画と実績)は出来ているか？ 

⑤売掛回収遅れはないか？ 

⑥換金可能資産は？ 

⑦在庫は圧縮可能か？ 

 

洲山一口アドバイス 

現状のトレンド(傾向)でキャッシュフローは回るのか？ 

もしショートするならいつか？ 
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経営危機を乗り越える 7 つの鉄則その 6 

経営改善・再生・復活・ 

債務整理方針は？ 

 
「決断と実行でピンチをチャンスに！」 

 

病気の症状により 

 ①内科療法での食事療法と運動による再生 

 ②外科手術をし、投薬と食事療法とリハビリによる再生 

 ③ICU(集中治療室)での心臓移植による復活を選択し実行する事により、再生・復活を実

現できる可能性があります。 

 

 

①内科療法とは 

 □a 銀行・リース会社へのリスケ交渉(P.18 参照) 

 □b 家賃・金利・他経費の削減交渉 

 □c 給料カット・ボーナスカット交渉 

 □d 売掛金回収推進 

 □e 在庫削減による回転率 UP 作戦 

 

洲山一口アドバイス 

事前準備と社員の協力体制が決め手！ 
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②外科療法とは 

 □a 不採算部門撤退・M&A 

 □b 人員削減 

 

洲山一口アドバイス 

名医と十分話し合い「何を捨て、何を守るか」が決め手！ 

 

 

③ICU による復活作戦 

 □a 会社分割作戦 

 □b 新会社設立し、事業譲渡作戦 

 □c 第二会社設立し、移行作戦 

 

洲山一口アドバイス 

1 回限りのラストチャンスであり 

仕入先の協力と社員の協力体制が決め手！ 

法的対応・大口債務者への根回し等重要！ 
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経営危機を乗り越える 7 つの鉄則その 7 

不退転の覚悟で 

決断と実行 

 
□a しっかりとした計画を立て、社内と主要債務者に十分説明し、協力を受けて実行 

□b 「ピンチをチャンスにするぞ！」の心構えを持つ 

□c 「明るく！元気に！！プラス発想で！！！」 

□d 経営理念の再構築 

 社内の心を統一する経営理念 

□e 再生・復活後の VISION 明確にして行動・実行する事 

 

洲山一口アドバイス 

アニマル浜口の「気合だ！」の精神で実行あるのみ。 

ことわざに曰く「断じて行えば鬼神もこれを避く！」 

 

 

リスケジュール(条件変更)と 

支払いスライド(延期)依頼の心構え 

キーワード：「誠意」 

早目に申込み(一ヶ月以上前に) 

一、約定通り返済・支払いが出来ない事が予測されたら 

二、何故資金ショートしたか原因を把握し 

三、先方にアポイントをとり訪問して 

 ① 頭を下げて、約定通り決済出来ないお詫びをする 

 ② その理由を説明 

 ③ その傾向と今後の対策説明 
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 ④ 今回の決済はいつ一括決済可能か、何回の分割なら決済可能かを依頼 

 ⑤ 次回からは約定通り OK か、次回分はいつ決済可能か 

 ⑥ 書面にして提出 

四、最悪先方判断によっては今後の取引は前金か着払いになるリスクを覚悟する必要あり 

五、支払ジャンプ申込みは大きなリスクがありますので、大口取引先数社に絞込み、人間 

関係のある責任者に誠意をもってこの危機を乗り越えれば十分やっていける事をしっ

かり熱意で訴える事 

六、金融機関の場合は、支援方針なら幸いですが、回収方針になると、預金拘束の恐れが、 

会社と連帯保証人で発生しますので、事前の対策が必要です。 

 

洲山一口アドバイス 

「悲観的に準備し、楽観的に行動する！」心構えで、リスク(預金ロックや前金取引)を予測

し、その対策を立て、交渉時は「今は苦しいが、必ず乗り越えます！」との強い決意と自身

をもってアピールする事が決め手！ 
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【復活事例集】 

 

★(小売業)年商 41 億円 従業員 250 人 

負債 20 億円  債務超過 16 億円 

 

 

拡大策の失敗による 2 億円赤字決算から、銀行の貸し渋りと仕入先の信用不安によるサイト

短縮で一気に資金繰りが悪化。 

 

資金ショートによる倒産の危機が迫り、時間の制約の為取締役会の決議のみで可能な、簡易

分割での会社分割を実行。負債と資産のある旧会社は家賃と設備リース料収入で弁済を継続

し、資産は全くないが負債もゼロで営業活動をする新会社は信用不安解消し事業継続して事

業再生実現しました。 

 

お客様に迷惑かけず従業員の雇用が守れました。 

 

洲山一口アドバイス 

ICU による復活作戦の成功例ですが、債務者への用意周到な根回しをしないと会社分割無効

の訴えや詐外行為取消訴訟及び債権者破産申立等のリスクがありますので、緻密な作戦が必

須です。 
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★バブル期のマンション投資の債務整理 

負債 1 億円  マンション時価 2,000 万円 

 

 

家賃収入でローン返済が出来ず、毎月毎月追い金が発生して、なんとか預金取り崩しや診療

収入でカバーしていましたが、長女が大学に入学し貯えが底をつき、長男が来年大学入学す

ると家計崩壊の危機を迎える事より SOS！ 

 

 

まず赤字のマンションを任意売却で処分し、残債務を確定し、現状支払い不能状態を説明す

る事により、銀行が債権をサービサーに譲渡し、サービサーと一時金決済と残債務免除によ

る和解成立。 

 

 

家庭に笑顔と平和が戻りました。 

 

洲山一口アドバイス 

平成の徳政令であるサービサーの活用による債務整理成功例です。 

従来どおりの弁済を継続すれば、購入した資産もないのに借金返済に追いまくられるまった

く納得できない話で、世に言われるどぶにお金を捨てるに等しいことです。 

但し、本スキーム成立には債務者の資産と収入に関して、必要条件があります。 

また、ご自身で交渉が不得手な方は、弁護士を代理人として交渉する道があります。 
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おわりに 
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 この小冊子を最後まで読んで下さり有難うございました。 

 私は 22 歳から事業経営に携わり、業界勃興期・成長期・成熟期を経験し、会社の絶頂期

と挫折を身をもって体験しました。 

 当事者だと冷静に判断出来ず泥沼に入り込み、動けば動く程身動きがとれなくなり、首ま

で泥に埋もれてしまいました。 

 その後、今目の前で起こっている事は全て自分が招いた事である「自分が源」の考えに立

ち、問題から逃げずに正面から立ち向かう事より、解決の道が見えて来ました。 

 私の体験から確信をもって言える事を、本小冊子にて 7 つの鉄則としてまとめました。理

論的に理解できても、試合中のプレーヤーである経営者は頭に血が昇ってしまい、冷静な判

断が出来ない場合がほとんどです。私もそうでしたので……。 

 また病気と同じで、早期発見と早期治療が大変重要であり、早ければ早い程たくさんの選

択肢の中から進路を選べて、失う物も少ないのですが、遅くなると片足を切断したり、場合

によっては心臓移植のような大手術でなければ生き残りが出来なくなります。 

 従いまして、信頼できるドクターとの出会いが生き残れるかどうかの運命を決めるといっ

ても過言ではありません。かく申す私も、事業再生の先輩コンサルタントとの出会いがあり、

たくさんの学びがあったおかげで債務整理と復活への道を歩み出すことが出来ました。 

 一人で思い悩まずに気軽に御相談下さい。いかなる状況下でも必ず解決し、事業再生・復

活への道があります。一緒に考え、方針を出し、行動する事により、 

「天は自ら助けるものを助く」 

が実現します。 

 

 

 

 

 

この小冊子を読んだ機会にもっとしっかり勉強したい方は 

http://www.amazon.co.jp/dp/4883384489/ 

http://www.amazon.co.jp/dp/4344020987/ 

をお読み下さい。 

 

http://www.amazon.co.jp/dp/4883384489/
http://www.amazon.co.jp/dp/4344020987/
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もし君がときに落胆することがあったら、この

男の事を考えてごらん。 

 

中学校を中退した。田舎の雑貨屋を営んだが破産した。 

借金を返すのに 15 年かかった。 

妻をめとった、不幸な結婚だった。 

「下院に立候補」二回落選、 

「上院に立候補」二回落選。 

歴史に残る名演説をぶったが、聴衆は無関心、新聞には毎日たたかれ、国の半分からは嫌わ

れた。こんな有様にも関わらず、想像してほしい。世界中にいたるところのどんなに多くの

人々がこの不器用なぶさいくな、むっつり者に啓発されたことか？ 

その男はいとも簡単にサインした。 

A .リンカーンと…… 
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松下幸之助翁曰く 

「自分の努力で困難を改革し得た 

境地には、金銭に代えがたい 

人生の味がある」 
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一休禅師曰く 

「この道を行けばどうなるものか 

危ぶむなかれ 危ぶめば道はなし 

踏み出せばその一歩が道となり 

その一足が道となる 

迷わず行けよ 行けばわかるさ」 
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曰く 

「問題から逃げず、正面から向き合い、

明るく、元気に、前向きに取り組めば、

必ず道は切り拓けます！ 

決断と実行で、ピンチをチャンスに！」 
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【資料 1】 

 

 

連帯保証人とは？ 

一般にイメージしている保証人ではなく、連帯債務者と考えるべきです。借主＝主債務者と

同格の債務者なので、主債務者が弁済不能となれば、即債権者より取立てのリスクがありま

す。 

 

商工ローンのビジネスモデルは、「主債務者からは金利収入を、元金は、連帯保証人から回

収する・・・」と巷間言われています。 

 

洲山一口アドバイス 

いかなる理由であろうとも連帯保証人は引き受けてはダメです。 

自分が支払える負債かどうか？を考えれば答えは明らかでしょう！ 

↓ 

自分が借金するのと同じリスクがあり、且つ借りたお金は自分が使わないのですから？ 

それを十分理解して連帯保証人のサイン・実印を押しましょう！ 
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金融庁の債務者区分 

【資料 2】 

評  価 評 価 の ポ イ ン ト 引当率 

A 正 常 先 
業況が良好であり、かつ財務内容にも特段の問題がないと 

認められる債務者 
5% 

B 要 注 意 先 
金利減免や棚上げをおこなっているなど貸出条件に問題が

ある債務者 
15% 

C 破綻懸念先 

経営破綻の状況にはないが経営難の状態にあり、経営改善

計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻におちい

る可能性がおちいる可能性が大きいと認められる債務者 

75% 

D 実質破綻先 

法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、 

深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあ

ると認められるなどの実質的に経営破綻におちいっている

債務者 

85% 

E 破 綻 先 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者 100% 

 

 

 

債務者区分とは、金融庁が金融機関の自己査定に対して求める債務者の信用リスク管理のた

めの区分で、融資先の企業を、①正常先(A)、②要注意先(B)、③破綻懸念先(C)、④実質破綻

先(D)、⑤破綻先(E)の 5 段階になり、それに見合った引当を積む必要があり、正常先でなけ

れば借入は困難です。 

 

洲山一口アドバイス 

自社の状態はどのランクか判断して、今後の借入方針決定すること。 
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ローンストップ→競売→強制執行スケジュール          【資料 3】 

No. スケジュール内容 期  間 備           考 

1 ローン返済停止 3 ヶ月 銀行からの督促 

2 信用情報事故登録 1 から最低 3 ヵ月後 ブラック情報入り 

3 
担保処分の要請 

(任意売却の強要) 
3～6 ヶ月間 銀行から家を売って返せと強要される 

4 期限の利益の損失  
内容証明書が次々とやってくる(出入金の禁止、預金の

相殺、担保差し押さえ通知など) 

5 
保証会社、保証協会に代位

弁済 
 

返済条件の交渉が成立し、ここで STOP の場合と NON 

STOP で先に通過する場合がある 

6 競売開始決定 5 の約 3 ヶ月後 裁判所からの通知書(もう銀行から何も言ってこない) 

7 配当要求の公告 6 から 1 ヶ月以内 事件番号が付く 舞台は裁判所になる 

8 
執行官による現況調査 

(不動産鑑定士の調査) 
約 6 ヶ月間 

裁判所からハガキや電話で何日に調査に行くと連絡が

ある＊ここから長い時間をかけて競売の 3 点セットを

作成する①物件明細書②評価書③現況調査書 

9 
期日が入る(債権者及び債

務者にのみ通知がある) 
3 点セット完了時 最低競売価格と入札の日時が決定する 

10 売却実施の広告  新聞に広告が載る・インターネットでも開示 

11 
裁判所の閲覧室で物件資料

が見られる 
2 週間 3 点セットが公開される 

12 入札開始 1 週間 入札者は最低競売価格の 2 割金を保証金として入れる 

13 入札終了 1 週間後 公示される 

14 開札 1 週間後 
入札なしの場合は第 2 ラウンドへ、第 3 ラウンドで終わ

り→特別売却期間は 1 ヶ月(早い者勝ち) 

15 売却許可決定 1 週間後 
債務者から「執行抗告」されると、2～3 ヶ月延びる場

合もあり 

16 売却許可決定の確定 1 週間後 高等裁判所へ抗告される場合もあり 

17 代金納付 約 1 ヶ月間 残金を納付(但し、裁判所により若干異なる) 

18 所有権移転登記 約 2 週間 裁判所の職権ですべての抵当権は抹消される 

19 引き渡し交渉 数ヶ月間 買い受け人(落札者)と住人との引き渡し交渉が始まる 

20 明け渡し(☆)  話し合いがついた場合はここで終わる 

21 
引き渡し命令の申し立ての

訴訟手続 
6 ヶ月以内 住人(債務者)と明け渡しの合意ができない場合 

22 強制執行  
執行官や関係者約 20 人の日当や荷物運搬費用及び 1 ヶ

月間の保管費用は落札者が負担する 

☆引越代の負担義務は落札者に無いものの円満な明け渡しの為、通常 20～100 万の範囲内で負担されます。 
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交渉アドバイス実績金融 

政 府 系／商工中金・中小企業金融公庫・国民生活金融公庫・保証協会・農林漁業金融公庫・

各地保証協会 

地方銀行／1.北洋銀行 2.北海道銀行 3.札幌銀行 4.七十七銀行 5.北日本銀行  

6.岩手銀行 7.秋田銀行 8.東北銀行 9.北都銀行 10.山形しあわせ銀行 

11.仙台銀行 12.関東つくば銀行 13.東京都民銀行 14.東京スター銀行 

15.日本振興銀行 16.横浜銀行 17.京葉銀行 18.足利銀行 19.栃木銀行 

20.東日本銀行 21.常陽銀行 22.千葉銀行 23.千葉興銀 24.八千代銀行 

25.八十二銀行 26.北陸銀行 27.近畿大阪銀行 28.みなと銀行 

29.西日本シティ銀行 30.大垣共立銀行 31.滋賀銀行 32.大正銀行 

33.池田銀行 34.関西アーバン銀行 35.京都銀行 36.南都銀行 

37.第三銀行 38.但馬銀行 39.西京銀行 40.広島銀行 41.鳥取銀行 

42.伊予銀行 43.百十四銀行 44.阿波銀行 45.香川銀行 46.徳島銀行 

47.十八銀行 48.長崎銀行 49.鹿児島銀行 50.宮崎銀行 51.福岡銀行 

52.筑邦銀行 53.熊本ファミリー銀行 54.佐賀共栄銀行 55.親和銀行 

56.佐賀銀行 

信用金庫／1.北見信金 2.札幌信金 3.秋田信金大阪市信金 4.水戸信金 5.朝日信金 

6.城北信金 7.烏山信金 8.岡崎信金 9.瀬戸信金 10.大阪東信金 

11.大阪商工信金 12.奈良信金 13.大和信金 14.京都信金 15.京都中央信金 

16.十三信金 17.神戸信金 18.日新信金 19.永和信金 20.きのくに信金 

21.但馬信金 22.摂津水都信金 23.大阪信金 24.姫路信金 25.呉信金 

26.尼崎信金 27.兵庫信金 28.しまね信金 29.福岡信金 

信用組合／のぞみ信組・茨城県信組・宮城第一信組・那須信組・大田原信組 

農 協／JA 横浜・JA 仙台 

 

交渉アドバイス実績リース会社 

1.ORIX 2.三井住友銀リース 3.興銀リース 4.富士通リース 5.NEC リース 

6.東京リース 7.UFJ セントラルリース 8.ニッセイリース 9.松下リース 

10.東芝ファイナンス 11.三洋電機クレジット 12.GE フリートサービス 

13.京セラリーシング 14.日通商事 15.シャープファイナンス 16.日本信販 他 

 

交渉アドバイス実績商工ローン会社 

1.ロプロ(旧社名:日栄) 2.SFCG(旧社名:商工ローン) 3.インター 4.公大商工 5.大信 

6.協和ネクスト 7.ニッシン 8.シンキ 9.シンワ 10.シティズ 11.三鷹産業 

12.イッコー 13.オリカキャピタル 14.日本ビジネスリース 
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交渉アドバイス実績街金・ヤミ金・システム金融 

1.日経プラン 2.産経信用 3.東信リース 4.東武信用 5.日商コーディアル 6.リコー 

7.エンジェル企画 8.オアシス 他 45 社 

 

交渉アドバイス実績サービサー 

1.RCC 2.日本サービサー 3.グローバルサービサー 4.CF サービサー 

5.三洋信販サービサー 6.東京サービサー 7.ニッシンサービサー 

8.アトリウムサービサー 9.中央サービサー 10.アストライサービサー 

11.ニッテレサービサー 12.MU フロンティアサービサー 13.CCC サービサー 

14.MTK サービサー 15.TSB サービサー 16.リクレスサービサー 

17.リサ企業再生サービサー 18.保証協会サービサー 19.テアトルサービサー 

20.丸の内サービサー 21.トービルサービサー 
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社長に笑顔と勇気を与え続ける！悩める社長の救世主・洲山プロフィール

   モットー：「明るく！ 元気に！ 前向きに！！！」 

負債 30 億円で倒産寸前の危機から事業再生した社長。 

約 6 年間で 360 社超の事業再生成功実績のある凄腕経営コンサルタント。 

1953 年 徳島県生まれ、関西大学商学部中退後、ローカル小売業の三代目とし

て家業に従事。 年商 1 億から 50 億まで事業を拡大、ベンチャー・キャピタル

4 社から出資を受けＩＰＯを目指すも、負債 30 億を抱え破綻寸前の経営危機に

陥る。内容証明郵便 300 通・裁判所からの特別送達 100 通・所有不動産の競売

9 物件・数え切れない差押等々、筆舌に尽くせぬ艱難辛苦を経験する。 

あらゆる修羅場を体験するも事業継続に奔走し、組織再編とスポンサーへの

M&A にて事業再生に成功。  2005 年 自らの経験を生かし、経営危機の会

社を救うべく株式会社喜望大地を創業。「社長に笑顔と勇気を与え続ける！」を

ミッションに、事業再生コンサルティングに従事。手形不渡り事故企業の復活を

はじめ、資金ショートへの緊急対応、選択と集中による再生を得意とする。アド

バイザリーボードの外部専門家とチームを組み、金融機関や再生支援機関等と連

携し、数多くの会社と社長の命を救う。                  

２０３０ＶＩＳＩＯＮ 

2030 年 3 月 02 日祝創業 25 周年記念式典において、延３万社の事業再生実現・

10 万人の自立経営者育成と延 100 万人の雇用創出・と喜寿を祝える人生目標 

2007 年 認定事業再生士（CTP）シカゴに本部のある世界資格取得 

2011 年 立命館大学経営大学院・MBA（経営修士）取得 

2011 年 著書：幻冬舎「あなたの会社をお救いしますー事業再生総合病院」 

出版文化社「事業再生家―会社が蘇った奇跡の物語」 

【企業概要】 

社名：株式会社喜望大地 資本金：8,888 万円 社員 10 名（内ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 7 名） 

大阪本部：大阪市北区芝田 2-8-7 八木ビル 3F 

TEL：06-6372-1313 
東京オフィス：東京都港区高輪 3-25-22 高輪カネオビル 8F 

TEL：03-3473-8880 

経営理念：「社長に笑顔と勇気を与え続ける！」活動を通じて、中小企業の発展

に貢献し、会社と全社員の成長を推進する     

資格所持者：ＣＴＰ（認定事業再生士）4 名 
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所属団体 

1. ACTP(日本事業再生士協会)  

http://www.actp.jp/ 

2. TMA(日本ターンアラウンドマネージメント協会)  

http://www.tmajapan.org/jp/index.html 

3. SRC(事業再生支援協会)  

http://www.srcnet.jp/ 

4. JSK(事業再生研究会) 

http://www.saisei.gr.jp/index.html 

5. MAC M&A 実務推進会 

http://www.kaikei-web.co.jp/mac/ 

6. 盛和塾 

http://www.seiwajyuku.gr.jp/ 

 

 

講演実績 

1. 滋賀県商工会連合会主催 金融審査委員研修会「事業再生 7 つの鉄則」 

2. 尼崎商工会議所・企創会講演会「金融恐慌時代をたくましく生き残る経営」 

3. 北大阪商工会議所「企業家のためのインターネット活用法」 

4. 吉野川青年会議所「企業の危機管理－リスクマネージメント」 

5. ベンチャーリンク主催 地方銀行トップセミナー基調講演「企業再生」 

6. ベンチャーリンク主催 信用金庫・信用組合トップセミナー基調講演「企業再生」 

7. 元気丸「元気会」「100 年に一度の金融恐慌時代をたくましく生き残る経営」 

8. 戸田建設主催「建設業冬の時代を生き残る経営」 

9. ファーストヴィレッジ主催「不況を乗り越える経営」 

 

詳細は https://gmmi.jp/seminar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.actp.jp/
http://www.tmajapan.org/jp/index.html
http://www.srcnet.jp/
http://www.saisei.gr.jp/index.html
http://www.kaikei-web.co.jp/mac/
http://www.seiwajyuku.gr.jp/
https://gmmi.jp/seminar
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喜望大地大阪本部オフィス 

 

JR 線大阪駅中央北口 2F より、グラン

フロント南館→北館と 2F プロムナー

ドを歩き、左側にサムソナイトを越え

て右側にあるエスカレーターを降りて

右から外に出て、弥生会館の正面入口

より徒歩一分。JR 西日本本社ビル手前

の公園の右向かい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

著者：洲山(しゅうざん) 

発行：株式会社喜望大地 

〒530-0012 

大阪市北区芝田 2-8-7 八木ビル 3F 

TEL：06-6372-1313 

FAX：06-6372-2777 

ホームページ：https://gmmi.jp 

メール：info@gmmi.jp 

メルマガ：借金 30 億からの逆転！洲山レポート 

https://gmmi.jp/mailmagazine 

ブログ：社長に笑顔と勇気を与え続ける！ 悩め

る社長の救世主：洲山のブログ 

    http://ameblo.jp/shuzan3/ 

facebook アカウント 

http://www.facebook.com/shuzan3 

－禁無断転載－ 

https://gmmi.jp/
mailto:info@gmmi.jp
https://gmmi.jp/mailmagazine
http://ameblo.jp/shuzan3/
http://www.facebook.com/shuzan3
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喜望大地東京オフィス 

 
 

JR 東京駅 八重洲北口から徒歩 2 分 

〒103-0028 東京都中央区八重洲 1 丁目 4 番 20 号 東京八重洲ビル 8F 
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出版文化社刊「事業再生家―会社が蘇った奇跡の物語」 

 

７人の社長がみた天国と地獄。不可能を可能にする再生の秘策とは？ 

自らも「借金 30 億円の地獄」から復活を果たした著者が、事業再生のプロフェ

ッショナルとして、数々の社長・企業を瀕死の状態から再生・復活させた成功例

をヒントにそのノウハウをストーリー仕立てでわかりやすく解説。 

借金地獄、差押え最終通告、ヤミ金の取立て、給与遅配、投資の大失敗、倒産寸

前…。万策尽きたと思っても、打つ手は無限！ストーリーで具体的な経営危機の

突破法がわかる実践的ビジネス小説！ 

紀伊國屋梅田本店：ビジネス書週間ベストセラー1 位 

丸善丸の内本店：ビジネス書週間ベストセラー1 位 

MARUZEN&ジュンク堂書店梅田店：週間ベストセラー1 位 

紀伊國屋大阪本町店：週間ベストセラー連続 1 位 

http://www.amazon.co.jp/dp/4883384489/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.jp/dp/4883384489/
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幻冬舎刊「あなたの会社をお救いします―事業再生総合病院―」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

悩める社長の救世主、苦しい経営がみるみるよみがえる！ 

企業再生のプロが教える、立ち直りのノウハウを公開！！ 

 

負債 30 億円。内容証明郵便 300 通、裁判所からの特別送達 100 通、競売 9 物件

ほか、差押さえ件数は数え切れないほど――。そんなどん底から一念発起。組織

再編による事業再生を成し遂げ、現在までに 500 社を越える事業再生を成功させ

た著者が教える、会社をよみがえらせる方法とは？「事業再生」を専門とするド

クターとして、その過程を病院の診断に見立てて、問診、応急処置、手術、リハ

ビリ・・・と会社の問題を浮き彫りにし、解決へと導く方法をわかりやすく解説

します。経済状況が厳しい中、一歩でも前に進むために、すぐに役立つ救済の書。  

http://www.amazon.co.jp/dp/4344020987/ 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.jp/dp/4344020987/
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ダイヤモンド社刊「社長最後の大仕事。借金があっても事業承継」 

 

 

じつは、多くの中小企業経営者が頭を悩ませている事業承継。「継ぎたくなる会社」

にするにはどうすればいいのか。本書では、信託制度や一般社団法人制度の活用

ノウハウなどを紹介しながら、「儲からない経営」「過剰債務」の解決策を示し、

スムーズな事業承継とハッピーリタイアメントへの道筋を示す。 

http://www.amazon.co.jp/dp/4478027439/ 

 

http://www.amazon.co.jp/dp/4478027439/
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15 周年謝恩無料経営相談 
 

 

創業 15 周年と事業再生 1,100 社成功謝恩企画として、弊社執行役員による無料

経営相談を承ります。 

お気軽にお電話下さい。 

 

 

 

 

執行役員プロフィール 

https://gmmi.jp/consultant 

 

メールによるお問い合わせ 

https://gmmi.jp/contact 

 

当日持参資料・事前準備資料は、お申込み後にお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://gmmi.jp/consultant
https://gmmi.jp/contact
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会 社 概 要 

◆ 社 名 ： 株 式 会 社 喜 望 大 地 

  Good Hope Mother Earth Management Inc. 

◆ 本    社 ： 〒530-0012 大阪市北区芝田 2 丁目 8 番 7 号 

 八木ビル 3F 

TEL(06)6372-1313  FAX(06)6372-2777 

◆ 代 表 者 ： 代表取締役会長 喜多洲山 愛称：洲山 (しゅうざん) 

◆ 創 業 ： 2005 年 1 月 1 日 

◆ 資 本 金 ： 88,888 千円 

◆ 経 営 理 念  ： 「社長に笑顔と勇気を与え続ける！」活動を通じて中小 

企業の発展に貢献し、会社と全社員の成長を推進する 

◆ 事 業 内 容 ：  1. 経営コンサルティング 

2. 事業再生コンサルティング 

3. 事業承継コンサルティング 

4. M&A コンサルティング 

◆ 執 行 役 員 ： 常務執行役員：CTP(認定事業再生士) 神崎和也 

常務執行役員：CTP(認定事業再生士) 宮内正一 

常務執行役員：CTP(認定事業再生士) 坂本利秋 

常務執行役員：CTP(認定事業再生士) 石井博 

◆ 取 引 銀 行 ： りそな銀行・三井住友銀行 

◆ 決  算  期 ： 12 月末日(年１回) 

◆ 社 員 数 ： 10 名（内コンサルタント 7 名） 

◆ 東京オフィス ： 〒108-0074 東京都港区高輪 3 丁目 25 番 22 号 

高輪カネオビル 8Ｆ 

TEL(03)3473-8880 FAX(03)-3473-8881 

◆ アドバイザリーボード ： 法律顧問：土屋国際経済経営法律事務所 

土屋勝裕弁護士 

         会計顧問：東天満総合会計事務所・黒崎宏公認会計士 

         会計顧問：西山公認会計士事務所・西山太郎公認会計士 

           法務顧問：鳳山司法書士事務所・鳳山淳貴司法書士 

                      法務顧問：星野リーガルファーム・星野文仁司法書士 

           税務顧問：村木税理士事務所・村木慎吾税理士 

労務顧問：たちばな社会保険労務士事務所 

橘雅恵社会保険労務士 

特許顧問：泉特許事務所・泉克文弁理士 

鑑定顧問：浦和鑑定・小林隆敏不動産鑑定士 
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◆ U R L ： http://gmmi.jp   ◆ E メ ー ル ： info@gmmi.jp 

◆ 2030 ビジョン ： 祝 25 周年記念式典・延 3 万社再生成功・延 10 万人の 

 自立社長育成・延 100 万人の雇用創出実現を目標とする 

◆ ＣＳＲ 

喜望大地経営は、事業経営と財務戦略に係る高度の専門的知識と豊富な経験

に基づく、優れた技術と高い倫理観をもって、公正なコンサルティング業務

を行うとの基本認識に基づいて自らの行動を律するものである。 

経営指導の取り組みは、自らの専門的知識と経験を駆使することにより、指

導依頼企業の現状を把握し、未来を構想し、各界専門家と連携し、社会性を

勘定し、偏った自利を廃した公正で総合的な計画を策定、推進するものであ

る。 

 

◆ 喜望大地倫理規範 

1. 法令順守（コンプライアンス） 

・法令順守を重要な経営方針としている。 

・自社業務と顧客に適用される法令の動向（新法・改正等）を注視し、

随時確認するとともに業務に携わる従業員等にこれを伝達し遵守せしめ

ている。 

2. 社会交流の促進 

・事業活動において常に「社会の一員」であることを自覚する。 

・社会の声に積極的に耳を傾け自社の社会性強化に努めるとともに、可

能な限り自社情報を適時、適切に開示し社会とのコミュニケーションを

図っている。 

3. 地域との共存 

・地域社会の中で自社が担うべき役割を果たす。 

・地域の健全な発展と安全な生活に資する活動へ積極的に参加もしくは

協力し、地域社会との共存を目指す。 

4. 顧客信頼の獲得 

・提供するサービスの適正表示と品質保証に努める。 

・顧客が正しい選択をできるようにサービス内容について正確な情報を

提供するとともに、苦情・要望に対し適切な対応を取れるよう体制を整

えている。 

5. 取引先信頼関係の確立 

・取引先と公正なルールを築き、円滑な意思疎通と信頼関係を確立し、

相互の発展を図る。 

6. 従業員・出資者への配慮 

http://gmmi.jp/
mailto:info@gmmi.jp
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・従業員を重要な経営資源と捉え、能力を発揮できる職場環境をつくる。 

・公正で透明性の高い事業推進により、出資者や資金提供者の理解と支

持を図る。 

7. 政治との健全な関係 

・政治と行政とは健全で透明な関係維持し、社会と経済の発展に寄与す

る。 

・社会の安定や安全に脅威を与える反社会勢力に対しては、あらゆる関

係を構築・保持しない。 

 

◆ 喜望大地経営行動規範 

1. 契約の尊重 

 業務委託者と契約に基づき高い成果を効率良く遂行すると共に、法令の

遵守と公正な業務を行う。 

2. 報酬 

 業務受託契約に基づいて業務委託者が公正に支払う報酬以外の金品を

受領しない。 

3. 相互理解の促進 

 委託者と積極的な意思疎通を図り、適時に指導方針を開示し相互理解の

促進に努め高い成果を目指す。 

4. 秘密の厳守 

 受託業務の遂行により知りえた秘密事項について、委託者の同意を得な

い限り、第三者に漏洩しない。 

5. 第三者への評価 

 既に第三者が行った再生指導に対して新たに関与する場合は、顧客に乞

われても前任者評価を行わない。 

6. 公正な競争 

 社会人としての良心に基づき競合する他の経営指導者と公正な競争が

行われるよう行動する。 

 

◆所属団体 ： 大阪商工会議所・東京商工会議所 

        日本事業再生士協会(ACTP)・事業再生研究会（JSK） 

        日本ターンアラウンド・マネージメント協会(日本 TMA) 

        盛和塾・日本綿業倶楽部 
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◆ プロフィール 

大阪オフィス所属 

常務執行役員 神崎和也 CTP(認定事業再生士) 

22 歳で便宜置籍船(ケミカルタンカー)に対しての外国人船員派遣業

を創業。事業を成長させた後、韓国企業に売却。その後、フランス

産高級角砂糖、超高級葉巻等の当時輸入困難であった規制品目の個人輸入業を創

業し、大手企業に販売権売却。その後、日本マクドナルド㈱入社。本部にて直営

店 PL 管理責任者を経て中堅外食企業の営業本部長として、社内組織の再編を短

期間に実現。 

 

大阪オフィス所属 

常務執行役員 宮内正一 CTP(認定事業再生士) 

金融機関勤務 16年。7年の支店勤務において中小企業との融資預金

業務に従事。9 年の本部勤務において、企画部門を中心にマーケテ

ィング、業務推進、商品開発、店舗開発、広報、広告、金融関連新規プロジェク

トをマネジメント。年商 160億規模の不動産デベロッパー役員に転じ、財務にお

いてコーポレート+ストラクチャードファイナンスによる調達を手掛け、25 金融

機関から 120 億円の資金調達を実現。金融機関の破綻処理と不動産ﾃﾞﾍﾟﾛｯﾊﾟｰの

民事再生実務を体験。 

 

東京オフィス所属 

常務執行役員 石井博 CTP(認定事業再生士) 

明治大学卒業後、大手総合商社日商岩井株式会社に就職。その後、

年商 55 億円の家業である金属プレス加工および金型製作メーカー

に転職。実父の急死にともない代表取締役に就任。過剰債務により代表取締役就

任後、半年後に民事再生法を申請(負債総額 35 億円)。株主責任、経営責任をと

り代表取締役及び取締役を退任。また、連帯保証人であったことから自己破産(負

債総額 15 億円)するも、財務企画部長として在籍し事業再生に注力、その後、3

年にて自己資本比率約 50%の優良企業に再生。 


