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特別 株式会社 トピック
代表取締役社長 下畑 旬平 氏

「社員総会を実施しての会社の変化」

何度も訪れた会社崩壊の危機を乗り越え、
自立型組織に変化するまでの軌跡とは？

特別 株式会社 船井総合研究所
コーポレートアドバイザー 大野 潔

「企業の永続と社内一体化」

会社はトップで99.9％決まる
人口減少時代に経営者が取り組むことは？

企業化させるために経営者がすべきことをお伝えします！



★転機となった経営者との出会い
★経営理念の作成
★社員を積極的に外部の研修に出すことによる成長
★テーマを『感謝』とした社員総会の開催

株式会社トピック
代表取締役社長

下畑 旬平 氏

理念経営へのシフトで会社の空気が変化!!

・5期連続の営業赤字でボーナスが出せない
・社員は会社に対しての不満だらけで経営陣を誰も信用しない
・営業時間中にテレビアニメやパチンコ動画を見る社員たち…
・スター社員が続々と退社
・事業承継後も会長と意見の相違で喧嘩の連続
・未使用車販売、鈑金事業など様々なチャレンジも実を結ばず
・朝礼・クレド・ありがとうカードなど社員教育も形だけ
・結果、社長が孤立する

社長就任前から会社崩壊の危機の連続でした…

以前の会社の状態

お早めのご予約を
宜しくお願いいたします。

理念経営で企業化へシフト

企業化への取り組み

株式会社船井総合研究所
コーポレートアドバイザー

大野 潔

事例講座 「社員総会開催で取り組むべきこと」

●企業の成長ストーリーは「N字型曲線」
「成長期」と「整える時期」 の繰り返し

●経営における氷山理論
会社は創業者、および歴代経営者の価値観の集積

●企業は時代とともに変質する
変えてはいけないもの・・・・・・ 「あり方」

変えなければいけないもの・・・ 「やり方」

他、企業が永続し一体化するために必須のマインドをお伝えします！

株式会社船井総合研究所
モビリティ支援部

井筒 量子

はじめてでも成功できる!取り組むべきことをお伝えします!

●実際に会社で行った総会資料を大公開!!
●開催までの段取りで必要なことを1からお伝えします
プログラム内容、会場選定、来賓決定、
司会原稿の作成、表彰式や懇親会の用意…

企業の永続と社内一体化

会社はトップで99.9％決まる
経営者は何を大事にしていくべきか



変化の激しい時代でも生き残る会社を作りたい経営者向け

2020年 10:30～16:30 [受付 10:00～]
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マインドセット・目的整理

特別ゲスト講演①「企業の永続と社内一体化」

株式会社 船井総合研究所
コーポレートアドバイザー 大野 潔

株式会社トピック
代表取締役社長 下畑 旬平 氏

株式会社 船井総合研究所
モビリティ支援部 井筒 量子

株式会社 船井総合研究所
モビリティ支援部 上席コンサルタント 渡邊 功一

特別ゲスト講演②「社員総会を実施しての変化」

事例講座「社員総会開催で取り組むべきこと」

まとめ講座

大学を主席で卒業後、船井総合研究所に入社。
広告会社・印刷会社コンサルティング部門を経て、モビリティ支援部に配属。
モビリティ支援部では、マイカーリースに特化したスタートアップオープン支援や販売台数アップ支援を担当している。
社長の想いを最短・最速で実現するご支援スタイルが定評を得ている。

船井総合研究所モビリティ支援部において、自動車メーカー・販売ディーラー・レンタカー事業の経営コンサルティングを行っている。
専業店の即時業績アップから、自動車関連企業向けの商品開発など幅広くサポートを行っている。

新車リースのモデル企業として、繁盛店視察クリニックやセミナーにご登壇いただいている。
岐阜県高山市にて2016年9月より新車リース販売を実施。人口8.8万人の市で年間販売台数335台を達成し、地域の1番店へ。
2018年10月には創業30周年パーティーを開催し、社員からも地域からも愛される経営を行っている。
ミッション、ビジョン、中期経営計画を作成し社員と一体化して事業運営をしている。

1984年 株式会社 日本マーケティングセンター（現 株式会社 船井総合研究所）入社。
組織改革や管理職育成のコンサルタントとして数々の企業変革をサポートしてきた一方で、船井総合研究所の営業サポート部門、総務、財務、経理を統括
するバックヤード部門の責任者として、業績拡大に貢献。その後、株式会社船井総研ホールディングス 取締役専務執行役員としてグループ経営の舵取り役
を担いながら、コーポレート・コミュニケーション室室長としてＩＲを担当。船井総研グループ全体の情報伝達の中核として、各グループ会社や顧客、株主など各
ステークホルダー間におけるコミュニケーションの質や量の改善を促し、企業価値の向上を図ってきた。

社員総会を開催するにあたっての目的の共有を行います10:30~11:00

昼食 昼食はこちらでご用意いたします



脱・家業 企業化セミナー
フリガナ 業種 フリガナ 役職
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フリガナ 役職
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フリガナ 役職

3

フリガナ 役職

4

フリガナ 役職

今、このお申込用紙を手にされている方は、間違いなく業績アップに真剣に取り組んでいる数少ない方々の1人だと思います。
勉強熱心なあなた様は今現在、経営状況等にどのようなお悩みをお持ちでしょうか？下記に現状の課題をできるだけ具体的に整理してください。

上記課題解決に向け、今回のセミナーにご参加された方に限り、無料個別経営相談を行います。（どちらかに □をお付けください。）

□セミナー当日、無料個別経営相談を希望する。
□セミナー後日、無料個別経営相談を希望する。（希望日 月 日頃）

ご入会中の弊社研究会があれば □をお付けください。

□社長online  □その他各種研会 （ 研究会）

FAX：0120 –964 -111

日時・会場

受講料

株式会社 船井総合研究所

0120-964-000 0120-964-111（平日9：30～17：30） （24時間対応）

※ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
●申込みに関するお問合せ：天野 ●内容に関するお問合せ：井筒

開催
時間

諸事情により、やむを得ず会場を変更する場合がございますので、会場は受講票にてご確認下さい。
また、最少催行人員に満たない場合、中止させていただくことがございます。
尚、中止の際、交通費の払戻し手数料等のお支払いはいたしかねますので、予めご了承下さい。

10：30

税抜４５,０００円 （税込49,500 円） / 1名様

税抜３６,０００円 （税込39,600円） / 1名様

※お振込みの際は税込金額にてご入金をお願いいたします。

受講料のお振込みは、お申込み後速やかにお願いいたします。
ご入金確認後、受講票の案内をもってセミナー受付とさせていただきます。
万一、開催４営業日前までに受講票の案内が届かない場合や、セミナー開催
４営業日前までにお振込みできない場合は、下記へご連絡ください。なお、
ご入金が確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。
ご参加を取り消される場合は、開催日より3営業日（土・日・祝除く）前の

17時迄にお電話にて下記申し込み担当者までご連絡くださいますようお願いいたします。それ以後のお取
消しの場合は、受講料の50％、当日および無断欠席の場合は、100％をキャンセル料として申し受けます
のでご注意ください。
会員企業様とは社長online（旧FUNAIメンバーズPlus）但しスタンダードプランは除く、各業種別研究会
にご入会中の企業様です。

日時・会場

受講料

お申込
方法

お振込先

セミナーご参加料は下記の口座に直接お振込み下さい。お振込口座は当セミナー専用の振込口座です。※お振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。

三井住友銀行( 0   0   0   9 )  近畿第一支店 ( 9  7  4 )   普通No .   5 7 8 5 001
口座名義 :  カ）フナイソウゴウケンキユウシヨ セミナーグチ

お問合せ

㈱船井総合研究所 五反田オフィス
〒141-8527
東京都品川区西五反田6-12-1
JR「五反田」駅西口より徒歩15分

2020年 1月16日(木)
東
京
会
場

開

催

要

項

16：30
開始 終了

一般企業

会員企業

お問い合わせ NO.S054388 担当 天野宛

レ

レ

お申込はこちら

WEBからのお申込

FAXからのお申込

TEL FAX

お振込先

下記QRコードよりお申込み下さい。クレジット決済が可能です。
受講票はWEB上でご確認いただけます。

入金確認後、受講票と地図を郵送いたします。お振込いただいたにも関わらず
お手元に届かない場合は、下記担当者までご連絡ください。

(受付10：00より)

年末年始休暇のため、12月27日正午から1月6日まで電話がつながらなく
なっております。ご迷惑をお掛けいたします。お電話でのお問い合わせは
1月7日9:30以降にご連絡いただきますようお願いいたします。また、Web
からのお問い合わせには1月7日以降順次ご回答させていただきます。
なお、受講申込は24時間受け付けております。

F2091
検


