
経営指針成文化の必要性と 
同友会の「経営指針を創る会」の特徴 
①情勢の変化が激しい中で人口減少（お客様の減少）、地域の衰退、2017年の消費税  

 10%の増税、労働力不足など経営環境はますます厳しくなる事が予想されます。 

②この時代を乗り越え、自社の進むべき道を明らかにするのが「経営指針書」です。 

 情勢変化に対応するよい会社をつくるため、社内の共通言語・価値基準となるのが経 

 営指針（理念・方針・計画）です。 

③「経営理念」「経営方針・戦略」「経営計画」=「経営指針」を一気通貫で成文化します。 

④実際に「経営指針」を成文化・実践している経営者（修了生）の具体的な事例報告と 

 受講生同士、修了生との経営実践を中心とした対話を大事にしています。 

⑤宮城同友会「経営指針を創る会」の修了生は現在423社を越えます。「経営者による 

 経営者のための、自己変革・企業変革の学び場」として1992年からスタートし26回目を 

 迎えます。 

■募集概要（参加条件） 

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-3 東口鳳月ビル4階 

miyagi@m-doyu.gr.jp 

022-355-2771 

参加対象 

住所 

E-mail 

電話 

中小企業家同友会会員に限ります。 

①経営理念を確立・成文化し、生きた経営指針書（経  
 営理念・経営方針・経営計画）を創り、自立・発展型 
 企業を目指したいという強い熱意のある方。 

➁各講終了時に、次回までの課題が発表されます。 

 期限までに必ず提出してください。 

「創る会」指定のシートに記入したもの 

記入した原本のコピーを提出、記入した原本

はご自身で保管し、講座の際に持参する 

 

01 「会社概要・経営課題シート」 

自社の決算書の数字を書き写した、「創る会」

指定のもの 

記入した原本のコピーを提出、記入した原本

はご自身で保管し、講座の際に持参する 

02 「貸借対照表」、「損益計算書」 

※個人事業主の場合は確定申告書 

原本をコピーしたもの、表・裏ともに 

03 「法人事業概況説明書」 

宮城県中小企業家同友会 

 第26期 経営指針を創る会 受講生募集 
社員と共によい会社をつくるため、 

社内の共通言語・価値基準となる経営指針を成文化しましょう 

主 催：経営労働委員会 
 共  催 ： 社員共育委員会 

       共同求人委員会 

②経営者または事業後継者として「経営責任」を 
  負える事業主またはそれに準じる立場の方。 

③自社の財務内容の必要な部分を公開できる方（現 
 状把握のため必須。直近３期分の決算書を提出し 
 ていただきます。秘密は厳守します）。個人事業主 
 の場合は、3年以内の採用を前提に「企業化」を目 
 指す方。 

④全日程に参加し継続できる方。 

⑤所属支部長の承認を得た方（※受講前に支部長と  
 の面談を行います）。受講期間は、所属支部の理事  
 会にも参加 

■事前に提出いただくもの 

■同友会事務局 連絡先 

■約束事 ■テキスト 

①必ず「事前オリエンテーション（３月２日開催）を 

 受講してください。 

●人を生かす経営～中小企業における労使関係の

見解～ ●変革と継承 ●経営指針作成の手引き  

●中小企業の経営課題 

●企業変革支援プログラムSTEP１ 

●企業変革支援プログラムSTEP２ 

※必ず事前に読み、参加時は毎回持参

してください 

宮城同友会 検索 

参加概要 

定 員 20名 

    ※定員になり次第締切 

締  切 2月20日（土） 

受講料 220,000円（税込） 

●受講料には、創る会受講にあたっての宿泊代、 

 食事代、テキスト代、体験講座（必修ではありま 

 せん）の参加費も含まれます。 

●お申込み受理後に請求書を送付しますので開 

 講前に指定の口座にお振り込みください（※原 

 則一括前納）。納入方法についてご相談のある 

 場合は、事務局までお問い合わせください。 

022-257-3220 ファックス 

提出資料は機密文書とし、「創る会」内で守秘義務の 
誓約書を交わしたもとで取り扱います。 

☑ 

☑ 

☑ 

☑ 

☑ 



①セミナー形式、オートマチックに経営指針が作成される講座ではありません。 
②受講生3～4名でグループを編成します。 
 修了生（前期までの修了生）とのかかわりを重視しながらグループごとに進行します。 
 また、受講生と修了生（前期までの修了生）が共に自社を良くすること、自社の経営 
 指針を推進することを目的に学び合います。 

必修カリキュラム 
スケジュールは変更になる場合も 

あります。ご了承ください。 

体験講座 
スケジュールは変更になる場合も 

あります。ご了承ください。 

必修の参加ではありません。カリキュラムを生かす上でご活用下さい。 
※体験講座の参加費は受講料に含まれています。 

講座名 日程 会場 講座内容  ポイント 

オリエン 
テーション 

  
３/２（水）１８：００～２０：３０ 

  
同友会事務局 

①「同友会が目指す経営指針書とは？」 

②「修了生による実践報告」 

③「自社の現状認識～財務分析～」 

④「第26期経営指針を創る会の説明」 

※受講を検討中の方も対象です。 

経営指針の基礎講座

と「第26期経営指針を

創る会」カリキュラムの

説明を行います。 

第1講 
（一泊） 

３/１２（土） ９：００～ 
３/１３（日） ～１７：００ 

緑水亭 

①「情勢認識（自社の現状認識）」 

②「受講生と修了生によるG討論」 

③「人を生かす経営（労使見解）に 

基づいた経営指針の成文化とは？」 

④「経営実態を掴むための財務の基本」 

⑤「グループに分かれて経営理念の検討」    

①中小企業を取り巻く

経営環境 

②自社の現状認識 

③財務の基本講座 

④経営理念の検討 

第２講 
４/１６（土） ９：００～１７：００ 
４/１７（日） ９：００～１７：００ 

ベルサンピア 

みやぎ泉 

①「現状認識と経営理念の検討」 

②「修了生による実践報告（経営理念）」 

①現状認識 

②経営理念の検討 

第３講 
５/２８（土） ９：００～１７：００ 
５/２９（日） ９：００～１７：００ 

ベルサンピア 

みやぎ泉 

①「現状認識と経営理念の検討」 

②「修了生による実践報告 

～理念・方針（戦略）・計画の整合性～」 

①現状認識 

②経営理念・方針（戦

略）の検討 

第４講 
６/１８（土） ９：００～１７：００ 
６/１９（日） ９：００～１７：００ 

ベルサンピア 

みやぎ泉 

①「現状認識と経営理念・方針（戦略）の検討」 

②「経営計画作成基礎講座」 

③「修了生による実践報告 

～方針（戦略）・計画～」 

①現状認識 

②経営理念・方針（戦

略）・計画の検討 

第５講 
７/９（土） ９：００～１７：００ 
７/１０（日） ９：００～１７：００ 

ベルサンピア 

みやぎ泉 

「現状認識と経営指針 

（理念・方針・計画・10年ビジョン・組織図）の検討」 

①現状認識 

②経営指針の検討 

発表会 
（一泊） 

８/６（土） ９：００～ 
８/７（日） ～１７：００ 

緑水亭 修了発表会 
26期生全員の 

修了発表会 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
研修会 

１１月上旬［予定］ 
同友会事務局 

［予定］ 

発表会後の社内での実践報告および現在の課題について等

の経験交流 

成文化後、3ヶ月の 

実践チェック 

講座名 日程 会場 講座内容  学びのポイント 

体験講座 
（一泊） 

４/４（月） １０：００～ 
４/５（火） ～１７：００ 

ホテル 

クレセント 

【新入社員合同入社式・共育研修会】 
会員企業に入社する新入社員（例年約100名が

参加。会社代表も必ず一緒に参加。）を対象に行

う「新入社員合同入社式・新入社員共育研修会

（一泊）」に参加します。 

①新入社員を迎える会社づくり 

②計画的な採用計画、組織づくり。 

体験講座 
  
５/１７（火） ９：００～１７：００ 

  

仙台 

サンプラザ 

ホール 

【就職ガイダンス】 
大学・短大・専門・高校生を対象に「自社・業界の

魅力」「地域で働く事の喜び」をブース出展の形式

で伝える場です。例年約40社が参加し、約500名

の学生を迎えています。 

①自社を伝える力 

②経営理念の必要性 

体験講座 
７月第２週 の開催を予定 
１３：００～１６：００ 

未定 

【高校の先生方との共育懇談会】 
県内の高校の先生方と「採用」「教育」をテーマに

した懇談会です。 

①地域に必要とされる会社づくり 

②若者を採用し育成する会社づくり 

会場所在地 ●同友会事務局：仙台市宮城野区榴岡1-6-3 東口鳳月ビル4F ☎022-355-2771 

      ●緑水亭：仙台市太白区秋保町湯元上原27-2 ☎022-397-3333  

      ●ホテルクレセント：仙台市太白区秋保町湯元行沢１-２☎022-397-3111 

      ●ベルサンピアみやぎ泉：黒川郡大和町小野字前沢31-1☎022-346-2121  



別紙案内記載の参加条件を確認の上、 
「第26期経営指針を創る会」の受講を申し込みます。 

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡1-6-3 東口鳳月ビル4階 

miyagi@m-doyu.gr.jp 

022-355-2771 

住所 

E-mail 

電話 

会社名                              

宮城県中小企業家同友会 

第26期経営指針を創る会 受講申込書 

主 催：経営労働委員会 
 共  催 ： 社員共育委員会 

       共同求人委員会 

■同友会事務局 連絡先 

022-257-3220 ファックス 

氏 名                               印                               

役 職                                   

メールアドレス                                                            

※諸連絡に使用しますので、本人に連絡の取れるアドレスを記載してください。                                                             

携帯電話                                                                              

※緊急時に連絡させていただきます。                                                                             

平成    年    月    日                                                                


