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はじめに

　本書の特徴は、事業再生を生業とする弁護士が、事業再

生案件に繰り返し関与することで実地に学び、そこで悩ん

だ結果、身につけた企業経営に関するひとつの考え方を記

したものです。

　その意味で、過去のビジネス書にはない切り口と視点を

提供し、経営改革や事業再生に取り組もうとしている方た

ちに示唆を与え、意欲を高める書にしたいと思って著述し

ました。

　また、社歴の長い多少硬直化の兆しがある企業が、抜本

的な経営改革を模索するときの参考になればとも思います。

　第１章「企業を窮境に導く原因は何か」では、企業を倒

産や衰退に導く社内的要因について事例を交えながら紹介

します。窮境原因を究明し個別の企業が直面している課題

を整理することは、改革を進めるための第一歩です。

　第２章「企業の存在目的を考える」では、ノーベル賞を

受賞した著名な経済学者ミルトン・フリードマン氏が唱え

た「企業のあらゆる行動は利益獲得手段であり、短期的利

益を追求することこそが企業目的の体現である」という説

について検討します。短期的利益の獲得に邁進すれば、社

員に過剰労働を強いたり、サービス残業をさせたり、必ず
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どこかで経営に無理が生じコンプライアンス違反に繋がる

リスクが生まれます。企業の存在目的を見直すことなしに

は、コンプライアンス問題も解決しないのではないでしょ

うか。

　また、経営者は、企業の本質的問題「企業とは何か」「企

業の存在目的は何か」などを哲学することなしに指導力の

ある優れた経営者に成長していくことは難しいでしょう。

この章では、この問題を掘り下げます。

　第３章「再生への処方箋」では、企業を蘇らせる事業再

生の様々な手法をご紹介します。具体的には、コーポレー

トガバナンスの改善、コンプライアンスの徹底、経営と現

場の見える化、赤字の撲滅、キャッシュフローの改善、投

資の意思決定、社員のやる気の向上の７課題について、Ｑ

＆Ａ形式でわかりやすく説明することを心掛けました。

　第４章「再生手続と計画の作り方」では、私的・法的の

事業再生手続のご紹介と事業再生計画の作り方について述

べます。様々な再生手続の中から、選択すべき手続の選び

方、事業再生へ向けた早期決断の重要性を学んでください。

　この章の肝は、何よりも事業再生計画です。それは、事

業再生の成否が、「事業再生計画」の良し悪しで決まると

言っても過言ではないからです。やや軽症の会社が作る

「中期経営改善計画」の成否も、計画の出来が勝負です。

計画完了期末の数値目標を決め、将来の目標値にたどり着

く数値計画を作ります。その数値計画の作成には、経営が
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苦しくなった原因を究明し、会社の課題を徹底的に洗い出

して、その対策を立案し対策の実行スケジュールを決めて

数値に落としていきます。主に事業再生の計画策定の手順

をご紹介したいと思います。

　第５章「リーダーに求められるもの」では、リーダーに

必要な資質、リーダーの育て方、リーダーが志向すべき経

営形態について論じます。

　読み終えていただいた読者の方が、読んで得したなと思

っていただけたら、著者としては何よりの喜びです。

　そして、本書が経営改善や事業再生を考える参考となり、

その着手のキッカケとなって成功の手引きとなることを祈

っております。

　最後になりましたが、編集の川辺秀美氏には、冷静で的

確なご指導をいただきました。ここに感謝の意を表します。

　平成30年５月22日

住田　昌弘
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