
SAITAMA Startup School 2022
創業オンラインスクール2022（土曜４日間コース）

１日目

起業のための第一歩
ビジネスプランを考えよう！

創業・ベンチャー支援センター埼玉

開業アドバイザー 池田 史子

2022/12/03

公益財団法人埼玉県産業振興公社

カリキュラム

•今回のテーマ 経営

回数 分類 内容

１日目 経営
起業のための第一歩
ビジネスプランを考えよう！

２日目 経営・販路開拓
マーケティングの基礎
ビジネス戦略を考えよう！

３日目 販路開拓
Ｗｅｂマーケティングの基礎
ホームページ／ＳＮＳを活用しよう！

４日目 財務・人材育成
経理の基礎
起業に必要なお金と人材の知識を学ぼう！
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アジェンダ

１．起業・創業の基礎知識

２．経営者に求められる力

３．事業計画書の作成

※宿題＆２日目のご案内
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自己紹介

MailTo：
f.ikeda@r5.dion.ne.jp
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池田史子（いけだふみこ）
◆経歴

• １９６４年４月（５８歳）、長野県生まれ墨田区在住
• 広島大学文学部哲学科卒業
• 卒業後ソフトウェアハウスに就職、のちフリーランス
• ２７歳のとき仲間３人でソフト請負開発会社設立
• ３６歳のときベンチャー企業創業メンバー
• 約１０年クラウド・サービスの開発に携わる
• ２００９年中小企業診断士に登録し、２０１１年独立
• ２０２２年認定支援機関登録（107413002610）

◆仕事
• 創業・新事業開発、ビジネス支援

• 公益財団法人埼玉県産業振興公社 開業アドバイザー
• 創業・経営相談員（江戸川区、葛飾区、信用金庫）
• 公益財団法人東京都中小企業振興公社

専門家派遣事業支援専門家（１２５９）
• 商工会議所等専門家

• 女性のビジネス支援、働き方改革支援
• IT・情報セキュリティ



１．起業・創業の基礎知識

1.1 起業と創業とベンチャーと

1.2 起業・創業を取り巻く環境

1.3 起業・創業５つの質問
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1.1 起業と創業とベンチャーと

•起業とは、新しい事業を起こし経営すること

•事業とは？
•収支が成り立つ
•継続して行ける
•将来発展して行ける

•ベンチャー企業
•新技術や高度な知識を軸に、大企業では実施し
にくい創造的・革新的な経営を展開する中小企
業（wikipedia）

創業
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•政府は起業・副業推し！
時 期 内 容

2010年6月 「中小企業憲章」（閣議決定） 起業を増やす方針が出される

2012年度
「創業補助金」スタート

現在は、「小規模事業者持続化補助金＜創業枠＞」に引き継がれる

2014年4月
「産業競争力強化法」成立 「創業支援等事業」スタート
「中小企業白書2014年-小規模事業者への応援歌」

「起業大国」起業促進に向けて、兼業・副業を推進

2017年3月 「働き方改革実行計画」 副業・兼業推進

2018年1月

「副業・兼業の促進に関するガイドライン」
原則、副業・兼業を認める方向とすることが適当

「モデル就業規則」
副業禁止規定を削除、副業・兼業について規定を新設

2019年4月
「小規模企業白書2019年」

フリーランス・副業による創業を促進することも重要

2021年4月 「高年齢者雇用安定法」 業務委託契約締結制度の導入等

2022年6月 「新しい資本主義」実行計画（閣議決定）スタートアップ支援が重点投資分野に

2022年7月 失業手当の受け取り延長 1年→4年へ

1.2 起業・創業を取り巻く環境①
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•ブーム→定着→キャリアの選択肢の１つへ

•環境変化
• ＡＩ、ＩｏＴ、ロボットなど新しい技術が一般化。
• インターネットやスマートフォンなどインフラ整備。
• シェアオフィス・ラボ・ショップ・キッチン、プラットフォーム
など、お金を掛けないビジネスツール・手法が整ってきた。

• 補助金、融資、ベンチャー投資、クラウドファンディングなど資
金調達手法が多彩、身近に。

•働き方改革
• 人生１００年時代。長寿により生涯に必要な資金が増大。
• 自律・自立的なキャリア意識。マルチキャリアの実践。
• ブラック企業忌避（長時間労働、リストラ、メンタル不調）。
• ワークライフバランス（家事・育児・介護との両立）。

•意識変化
• 会社と個人の関係性が変化。依存関係→対等な関係へ。
• 自分だけ稼ぐ→地元・地域、社会全体、ＳＤＧｓなど貢献活動の
活発化。

1.2 起業・創業を取り巻く環境②
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•企業の生存率
• 中小企業白書2011年（ p.187 ）「企業の生存率」
• 1980～2009年に創設された企業の創設後経過年数ごとの生存率の
平均値をグラフ化

継続は難しい・・・

1.2 起業・創業を取り巻く環境③

やってみる 失敗する
修正して

やってみる
成功する
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•起業・創業に踏み切れないのはなぜでしょうか？

• 起業・創業に不安を感じる
• 日本人は「起業・創業」を教わっていない。
• まわりにいない。一人きり。

• 起業・創業してやっていける自信がない

不安
知らない

一人きり
セミナーや相談、
スクールで解決！

1.2 起業・創業を取り巻く環境④



•Ｑ１：わたしの特技やアイデア、経験はビジネス
になりますか？どんな事業が儲かりますか？

•Ｑ２：どこから手をつければいいですか？

•Ｑ３：手続きはどうすればいいですか？

•Ｑ４：資金はいくら用意すればいいですか？

•Ｑ５：わたしでも起業できますか？

1.3 起業・創業５つの質問
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1.3 起業・創業５つの質問①-1

•Ｑ１：わたしの特技やアイデア、経験はビジネス
になりますか？どんな事業が儲かりますか？

•Ａ１：どんな特技・アイデア・経験でも、そこか
ら生まれた商品・サービスを買ってくれるお客様
がいればビジネスになります。

交換商品やサービス

お客様
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1.3 起業・創業５つの質問①-2

•お客様が必要としていること（ニーズ）に応える
ことがビジネスであり、強いニーズであるほど、
お金を払っていただけます。

好きなこと
心底やりたいこと

社会に必要とされて
いること

（ニーズ）

できること
スキルあり

事業（ビジネス分野）
の選択

お金を払ってでも
それが欲しいか？
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1.3 起業・創業５つの質問①-3

•人はなぜ購入するのでしょうか？

心
の
動
き
へ
遡
る

表
れ
る
行
動

商品・サービスの購入

ニーズ解決＝価値がある

心の凹み（不満・不便・不安）を取り除きたい

自分の商品・サービスは何を解決しているか？
顧客満足につながっているか？
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1.3 起業・創業５つの質問②-1

• Ｑ２：どこから手をつければいいですか？

• Ａ２：事業はＰＤＣＡサイクルで進めていきます。
• Ｐｌａｎ 計画
• Ｄｏ 実行
• Ｃｈｅｃｋ 評価
• Ａｃｔ 改善

仮説検証型
失敗を前提とし、最初から
完成を目指さず、検証を繰り返し、
より適するものにしていこうという
考え方です。

※「ＯＯＤＡ」「リーンスタートアップ」という考え方もあります。
Observe（観察する）Orient（方向づける）Decide（決断する）Act（行動する）
（見る、分かる、決める、動く）

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ
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•絶対成功するやり方はありません。
小さな失敗と修正・方向転換をたくさん繰り返して

ください。致命的な失敗はしないように。

「ＰＤＣＡ」を小さく、早くまわす！

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

Ｐ

Ｄ

Ｃ

Ａ

まず小さい
ＰＤＣＡを
回してみる
例）インタビュー調査

ＰＤＣＡを少し大き
くして回してみる
例）テストマーケティング

より大きなＰＤＣＡ
を回してみる
例）スケールシナリオ

スタート！

1.3 起業・創業５つの質問②-2

副業も
おすすめ！
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1.3 起業・創業５つの質問②-3

•Ｐｌａｎ（創業計画）は、こんな順番で考えてい
きます。

お客様を分析（環境調査、ニーズ【不満・不便・不安】探し）

ベストマッチングな商品・サービスを考案する

お知らせの仕方やお求めやすい提供方法を考える

必要資金やもうけ（利益）を算出する

自分を分析（創業動機、経営理念・ビジョン、使える強み探し）

事
業
計
画
書
作
成

実

行
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1.3 起業・創業５つの質問②-4

•事業計画書を読む人を意識しましょう。
• 自分の考えをまとめ、見通しをつけるために、自分が
読む。

• 事業に協力してもらうために、家族・取引先・従業員
に読んでもらう。

• お金を借りる、投資してもらう、補助金を受けるため
に、金融機関、投資家、審査員に読んでもらう。

•形式は自由です。
• 融資審査、コンテスト等、さまざまなフォーマットが
あります（独自作成の書類を添付可能なこともある）。

•何度も書き直しＯＫです。
• 事業がスタートしても、適宜読み直し、立案し直して
ください。
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• Ｑ３：手続きはどうすればいいですか？
• Ａ３：法律やルールをよく知って、従いましょう。

• 業種によって許認可が必要なことがあります。

（行政へ届け出をして、認めてもらうこと）

保健所
飲食店、食品・菓子・酒類製造、食肉・魚介類販売業、
宿泊施設、理美容業、クリーニング業、
あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう、柔道整復施術所

税務署 酒類製造業、酒類販売業

警察署 古物営業、中古品転売業、深夜営業の飲食店

都道府県庁・その他

旅行業、旅行代理店、通訳案内士（ガイド）、
宅地建物取引業、建設業、産業廃棄物処理業、
旅客・貨物運送業、自動車整備業、
保育所・一時預かりサービス、介護事業、
労働者派遣・職業紹介事業、民泊

1.3 起業・創業５つの質問③-1
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1.3 起業・創業５つの質問③-2

• 事業の形としては、会社員をしながら個人事業主（副業）、
専業の個人事業主、法人化の道もあります。

個人事業 株式会社 合同会社（LLC）

設立時の手続き
簡単（開業届等を
提出するだけ）

やや複雑 比較的簡単

設立費用 なし 約２４万円 約１０万円

責任範囲 無制限 出資範囲内 出資範囲内

向いている人

お店などの自営業。
個人として独立したい。
副業から始めたい。
まず身軽に、すぐに事
業をスタートさせたい。
様子を見て、規模拡大
後に法人化したい。

開業当初から常勤の従業
員を雇いたい。
取引先が多い、取引先が
大手・官公庁など信用が
必要となる事業をしたい。
設備投資などに多額の資
金が必要。

資金・アイデア・技
術等の提供者がそれ
ぞれの能力を持ち
寄って事業を行い、
貢献度に応じて報酬
を分配したい。

※特定創業支援等事業のメリットあり！
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1.3 起業・創業５つの質問③-3

•法人設立の流れ（株式会社）
基本事項の決定

定款の作成

定款の認証（￥印紙、手数料など）

株式払込

取締役、監査役、代表取締役の選任

創立総会・取締役会開催

登記（￥登録免許税）

諸官庁に設立を届出

商号（社名）、目的（事業内容）、
本店所在地、資本金等取り決める。
代表印を作る。

基本事項を盛り込んだ定款を作成して、
公証役場で認証を受ける。

設立登記申請書を作成し登記所に申請。
書類が受理されたら、会社設立。
（１～２週間程度）

資金と組織をつくる。

税務署、年金事務所、労基署等へ届出。
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•法人設立費用内訳
株式会社 合同会社

定款作成
印紙代

4万円
電子定款の場合は０円

４万円
電子定款の場合は０円

定款認証
手数料

資本金額に応じて
100万円未満 ：3万円
100～300万円未満：4万円
300万円以上 ：5万円

－

登録免許税
15万円

特定認定創業支援等事業
により半額

6万円
特定認定創業支援等事業

により半額

謄本請求手数料
謄本１ページ250円
（約2,000円程度）

－

1.3 起業・創業５つの質問③-4
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• マイナポータル「法人設立ワンストップサービス」

https://app.e-oss.myna.go.jp/Application/ecOssTop/

法人設立とその後諸官庁への届け出がオンラインで可能に

（マイナンバーカードが必要）

1.3 起業・創業５つの質問③-5
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1.3 起業・創業５つの質問③-6

• 個人の納税
• 売上が上がったら確定申告をしてください。

• 給与所得がある場合所得２０万円以下は不要です。
• 事業年間所得４８万円以下なら、

パートナーの所得控除（扶養）に
入ることができます。（社会保険は別）

• 個人事業の「開業届」は十分準備して
からでも。

• 黒字を目指してください。

• 個人の社会保険
• 国民年金、国民健康保険に加入します。
• 健康保険は2年間勤務先の社会保険の

継続が可能（任意継続）です。

• 法人の納税
• 税理士のサポートを積極的に受けてください。
• 税務調査が入ったときに味方になってもらう（△節税）。

• 法人の社会保険
• 社会保険は経営者１人でも加入必須。
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1.3 起業・創業５つの質問③-7

•副業のメリット・デメリット
副業も起業・創業のひとつ、準備して始める

メリット デメリット

お金が稼げる
空いた時間を有効に使える
経営の経験が積める
本業以外のスキルが積める
見聞が広がる
人脈が広がる
好きなことができる

自由な時間が無くなる
勤務先の就業規則によって制約
がある
守秘義務違反、利益相反行為時
など自分でリスクを負う
時間や体調管理は自分の責任
労災のリスクがある
確定申告など自分でやる
事業失敗で損失を作る
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1.3 起業・創業５つの質問④-1

•Ｑ４：資金はいくら用意すればいいですか？

•Ａ４：業種によるが、自己資金は絶対必要です。
• 売上０円でも最低半年はビジネスを継続できる金額が欲しいと
ころです（できれば１年分）。

• 資金が不足すると判断力と行動力が低下します。
• 現金になるまで時間がかかります。
• 初期投資および収支計画を立案、必要資金を割り出し、場合
によっては融資も検討します。

• あらかじめ事業撤退条件を決めておきましょう。
• 例）事業にかける資金の限界値を決めておく。
• 例）貯金が生活費の２ヶ月分を切ったら撤退する。

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉25



1.3 起業・創業５つの質問④-2

• 創業時の借入（創業融資）、創業時の補助金
クラウド・ファンディングの利用も一般的になってきました。

制度融資（創業） 日本政策金融公庫 創業時の補助金

金額 ３，５００万円まで ３，０００万円まで 補助金の種類による

返済 あり
金利優遇

あり
金利優遇

なし（一部返納あり）

手続き・時間 比較的書類多い
４～６週間

比較的書類少ない
３～４週間

申請～最終支払まで
半年から１年

特徴

地方銀行、地域信金など
から、信用保証協会つき
で借入する。
事業計画書作成が必須。
自己資金が必要。
自己資金の２倍が借入限
度の目途だが緩和。
都道府県のほか、各市町
村の制度もあり。

事業計画書作成が必須。
自己資金が必要。
最大自己資金の９倍まで借
入可能な場合も。
借入限度額、借入期間とも
県制度融資より広い。
NPOが対象になる制度あり。

都道府県・市町村の政策に
より応募条件や金額、使え
る経費など制度が変わる。
先に支払った経費について
あとで補助される。
申請書（事業計画書）作成
が難しく、かつ全員が採択
されるわけではない（採択
は厳しい）。

※詳細は、各種パンフレットやWebサイトを参照してください。

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉26

1.3 起業・創業５つの質問⑤-1

•Ｑ５：わたしでも起業できますか？

•Ａ５：できますよ！
ただし、少しだけ改造しましょう。

• 使える資源は「自分ひとり」であることを理解する
• いかに資源を効率的に活用して利益に結びつけるか、優
先順位付けが必要です。特に時間。

• 「経営者脳」に切りかえる
• ビジネスのサイクルで考えて

いきましょう。

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉27



•ビジネスのサイクル１

現金・預金

出資（元入れ）
あるいは 資金調達

【個人】自分の預貯金、親兄弟からの
借り入れ（無利子無期限）

【法人】上記に加え、出資を募る

★ここからスタート

1.3 起業・副業５つの質問⑤-2

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉28

•ビジネスのサイクル２

現金・預金

投資
機械・道具・車

家賃・給料・広告宣伝
商品

【固定資産】機械・道具・車など
【仕入】商品・原材料・食材など
【経費】家賃・給料・広告宣伝

など

1.3 起業・副業５つの質問⑤-3

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉29



•ビジネスのサイクル３

生産・販売

機械・道具・車

商品

売上

・付加価値をオンして販売
・製造業の場合は、加工してから販売
・一般消費者向けだけでなく、企業が顧客のことも

家賃・給料・広告宣伝

1.3 起業・副業５つの質問⑤-4

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉30

•ビジネスのサイクル４

回収

売上

現金・預金

回収手段はいろいろ
・ニコニコ現金払い
・クレジットカード払い
・請求書で末締め末払い
・恐怖の手形９か月サイト

1.3 起業・副業５つの質問⑤-5

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉31



•ビジネスのサイクル５

元手（もとで）

利益

・借入金返済
・株主に配当
・内部留保

次の
サイクルへ

現金・預金

回収した資金
を再投資

1.3 起業・副業５つの質問⑤-6

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉32

•ビジネスのサイクル全体図
• 大企業でも小さな起業でも同じです。

元手

現金・

預金

固定資産・
商品・経費売上

現金・

預金

出資

投資

生産・販売

回収

利益

★スタート

先にお金が出る後からお金が入る

再投資で
次のサイクルへ

1.3 起業・副業５つの質問⑤-7

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉33



1.3 起業・創業５つの質問⑤-8

•ビジネスのサイクルのポイント
• 「もとで」がないと始まらない。
• 先に投資し、お金が入ってくるのは後。
• 投資しないと、売上にならない。
• 売上＞仕入・経費 でやっと利益が出る。

ビジネスにリスクはつきもの

どうやって利益に結びつけるか考え、
リスクテイクしていくのが経営者脳

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉34

２．経営者に求められる力

2.1 経営者の仕事

2.2 経営者に求められる力

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉35



•起業初期や個人事業の場合「ひとり三役」。

•経営者の仕事→経営能力と仕事能力は異なります。
• 経営能力 ・・・ 事業全体を動かしていく
• 仕事能力 ・・・ 事業の専門分野で発揮される

経営者

管理者実務家

ひとり
三役

商品・サービスを
生む、つくる、

販売する

管理・経理・
労務・法務・
他、事務作業

経営方針をたてて、
実行していく

2.1 経営者の仕事

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉
36

•経営者脳をベースに経営者がもつ３つの力

2.2 経営者に求められる力①

経
営
者
脳

みせる力

やりぬく力

まきこむ力

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉37



•みせる力とは？
• 事業によって実現したいイメージを明確に描くこと。
• 経営者：チャレンジ精神と志をもち、すべての責任
を負って自分自身で事業を創造する人。

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉38

現在

途中の目標

実現したいイメージ

2.2 経営者に求められる力②

•やりぬく力とは？

意思

思考感情

感情と思考を統合して
意思を継続する

経営

感情はうまく使う
考えたら

アウトプットする

行動
行動につながる意思

Ｇｒｉｔ
（やり抜く力）

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉
39

2.2 経営者に求められる力③



創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉
40

元手

現金・

預金

固定資産・
商品・経費売上

現金・

預金

仕入先、協力会社、従業員
（販売、製造技術者）等

•まきこむ力とは？
• 事業はコミュニケーションの連続。

出資者、共同経営者

お客様、その友達
（口コミ）

まず自分から
発信！

2.2 経営者に求められる力④

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉41

•経営者になるのは一瞬。能力は付けていく。

※いつまでも経営者になれない人
• 行動しない。
• 考えない。
• 決められない、他人任せ、誰かに決めてもらう。
• お客様が見えてない。「良いものは売れる」信者。
• 苦手だから避ける（経理、ＩＴ、営業、etc.）。
• 人と会うのが嫌い。どんな人にも好かれたい。
• 消費者気分。他責思考。

2.2 経営者に求められる力⑤



•「経営者脳」になっていますか？

• Ｙｅｓ／Ｎｏの理由はなんですか？

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉42

2.2 経営者に求められる力⑥

３．事業計画書の作成

3.1 事業計画書とは

3.2 自分を再確認する

3.3 事業計画書に書いてみる

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉43



さまざまなリスクをコントロールして利益を
上げ続けること

3.1 事業計画書とは①

事業の継続

事業の全体像を描き、行き当たりばったり
（思いつき、気分、流され）にしないために

事業（創業）計画書を作成します。

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉44

•事業（創業）計画書の作成効果
• 日本政策金融公庫調査月報 ２０１５年７月より

• 事業規模に関係なく、創業計画書を作成することは好業績につながりやすい。
• 開業費用を把握することで適切な資金調達につながり、リスクが軽減される。

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉45

3.1 事業計画書とは②



•事業計画書には、
•どんな事業か、が書かれている。
•あなたの事業が何を目指しているか、将来どう
なっていくかが書かれている。

•なぜ「あなた」が、「その事業」をやるのか、理
由や目的が書かれている。

•ビジネスのサイクル全体が書かれている。
•関係者（ステークホルダー）が書かれている。
•最初の「元手」「調達方法」が書かれている。
•お金の動きが連動して書かれている。
•売上や利益の規模が書かれている。
•段取りや手段が具体的に書かれている。
•実行順序やスケジュールが書かれている。

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉46

3.1 事業計画書とは③

•事業計画書に書かれる要素
•事業の構想・特徴

• 事業の概要
• 市場の概要
• 対象顧客・顧客ニーズ
• 商品の特長・優位性・価格設定
• 販売促進策・広告宣伝・販売経路・立地
• 人的体制（会社組織）

•売上・利益計画
• 必要資金と調達方法
• 利益計画（売上・原価・経費計画）
• 借入金返済計画

•スケジュール
• 制約条件
• 行動計画

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉47

3.1 事業計画書とは④



創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉48

•事業（創業）計画書を書くにあたって
•ロマンとそろばん
•わくわくする計画にしていく
•三現主義：現場、現物、現実（数字）に基づく

• 妄想、空想から始まってよいが→計画へ
• 視察、情報収集、出店候補地へ行き足で調べる
• お客様候補にインタビューする

•５Ｗ２Ｈでまとめる
（いつ、どこで、だれが、なにを、どうする、なぜ、どのくらい）
• 論理的、多角的に書き、全体の整合性を取る
• 時間軸にそって資源の配置を表す

• さまざまな条件を想定して数パターン作成できたらベスト
• 書き直しながら完成度を高めていく
• 読み手に合わせた表現を採用する

3.1 事業計画書とは⑤

•良い事業計画書チェックリスト

具体性 事業の内容が明確にイメージできる
チェック欄

必要性 このような事業があればいいな、と感じさせる

現実性 希望的観測に基づかず、事実に基づく

時代性 世の中の流れに合っている

将来性 成長・展開を感じさせる

社会性 世の中の役に立つ

収益性 事業として成立する

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉49

3.1 事業計画書とは⑥



自店舗
フルーツが自慢の
スイーツカフェ

子連れOK

仕入先
青果：A社

乳製品：B社
消耗品類：C社

お客様
乳幼児・

子連れ女性

材料提供

食材・消耗品発注
と支払

料理提供

例）カフェ経営、店舗をイベント場所として提供

子育て支援団体
イベント企画企業

手数料を除く
参加費支払

イベント提供
イベント場所と
設営・宣伝サー
ビスの提供

支払

「子連れOKのカフェ経営
と合わせて、イベント企業
に場所と設営、宣伝を提供
して手数料をいただく。」

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉50

3.1 事業計画書とは⑦-補足 ビジネスモデル

•Ｐｌａｎ（事業計画）は、こんな順番で考えてい
きます。（再掲）

お客様を分析（環境調査、ニーズ【不満・不便・不安】探し）

ベストマッチングな商品・サービスを考案する

お知らせの仕方やお求めやすい提供方法を考える

必要資金やもうけ（利益）を算出する

自分を分析（創業動機、経営理念・ビジョン、使える強み探し）

事
業
計
画
書
作
成

実

行

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉51

3.2 自分を再確認する①



•起業のメリット・デメリット

自分の好きなことができる
自分の能力、経験、知識を活
かせる
時間や場所が自由になる
お客様と直接対応するので、
やり甲斐に直結しやすい
自分の裁量で仕事や取引先、
顧客を選べる

無収入の恐れがある
収入が安定しない
公私を分けにくい
仕事の時間に限界がない
体力・気力の維持ができない
と仕事がなくなる
事務手続き、経理など手間が
かかる

vs

メリット デメリット

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉52

•起業でなければ実現できませんか？
• 勤務したまま自社の新規事業として実現できる可能性があります。
• 趣味としての方が楽しくできるかもしれません。
• ボランティアの方が社会に貢献できるかもしれません。

3.2 自分を再確認する②

•わたしはなぜ起業するのでしょうか？

• わたしが起業する理由、動機

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉53

3.2 自分を再確認する③



創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉54

•起業・創業は自分が原資
• 自分の生き方や仕事のイメージを明らかにして、創業で
実現できるか考えます。（創業は手段）

• 過去・現在・未来の時間軸を意識し、将来自分がどう
なっていたいのか、長期的な観点から見直します。

• 自分を再確認するため、いろいろな切り口で考えます。

能力・才能に関するイメージ スキルの棚卸（できること、得意なことなど）

意味・価値に対するイメージ
価値観、信条、どんな仕事や生活を大切にして
いるか

もっている経営資源 人脈、資金、設備・ツール

動機・欲求に関するイメージ
将来なりたい姿、自分が事業を通じて何を実現
したいか

3.2 自分を再確認する④

•スキルの棚卸
• できること、得意なこと、仕事につかえること

知識 例）仕事の経験、生活から得た知識

技術 例）ＰＣの技術、作品づくり、調理

資格 例）簿記２級、介護福祉士、ＩＴ資格

経験 例）業務経験、業界経験

その他 例）強い興味・思い入れのある趣味

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉55

3.2 自分を再確認する⑤



•スキルの棚卸
• 苦手、やりたくない、不足を感じること

知識

技術

資格

経験

その他

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉56

3.2 自分を再確認する⑥

• 価値観、信条、どんな仕事や生活を大切にしていますか？

■こうありたい
例）
• 仕事中心、自分の納得のいく事業に取り組みたい。
• 常に新しいことにチャレンジしていきたい。
• 仕事と私生活のバランスを取りたい。
• 育児や親の介護の合間に仕事をしていきたい。

■こうなりたくない
例）
・とにかく忙しい。
・一人で家にこもって仕事をする。人に会えない。
・あちこち出張する。

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉57

3.2 自分を再確認する⑦



• 経営資源（人脈、資金、設備・ツールなど）

■もっている経営資源
例）
• 自己資金○○万円。
• 技術研究をしている企業を横断する組織で、協力してくれる人がいる。
• 学校の後輩と一緒に起業したい。
• 自分で開発したロボットがある。

■不足している経営資源
例）
• 助けてくれたり、協力してくれたりする人がいない
• 作業する場所やお店にできる場所がない
• 自己資金があまりない

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉58

3.2 自分を再確認する⑧

•事業を通して何を実現したいのですか？

現状

ビジョン

経営理念

今の自分がもっているもの
現在のお客様の環境

このようにありたい将来の
自分・自社・自分の事業
自分の価値観、行動規範

理念の具体化、事業の規模感、
数値目標、３～5年先
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3.2 自分を再確認する⑨



•経営理念の例
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3.2 自分を再確認する⑩

情報革命で人々を幸せに

ソフトバンクグループ

ビューティー
イノベーションで
よりよい世界を

資生堂

世界中の全ての人々に
“仲良し”の輪を広めよう

スモールギフト、ビッグスマイル

サンリオ

水と生きる
人と自然と響きあう

サントリーグループ

•ビジョン：自分の事業の規模感を決める
•年商100万円、1000万円、1億円の事業の違いは？

• お客様が異なる
• 商品・サービスが異なる
• 値段が異なる
• 期間が異なる

•５年後に、どのくらいの事業にしたいのか？
• 売上高
• 従業員数

•目標設定のポイントはSMART By ジョージ・T・ドラン

Specific、Measurable、 Assignable、Realistic、Time-related
•具体的、測定可能、役割、現実的、時間制限
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3.2 自分を再確認する⑪



•自分（自社）の経営理念、ビジョンを書いて
みましょう。

• わたしの経営理念

• わたしのビジョン
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3.2 自分を再確認する⑫

•家族の理解・協力を得る
• パートナーや家族の理解、協力が何よりも大切です。
• 早いうちから起業について対話しておきましょう。

•家族の理解度・協力度チェックシート

１．起業したいという思いを
家族に話していますか？

はい
家族の反応は？

（ ）

いいえ
話していない理由は？

（ ）

２．家族は起業についてどう
思っていますか？

応援して
くれている

理解して
くれている

反対
している

分からない

３．起業した後、家族の負担
が増えても協力を得ることが
できますか？

協力すると
言ってくれている

話し合って
協力してもらう

難しい
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3.2 自分を再確認する⑬



• 事業計画書に書いていきます。
• １．創業者について

3.3 事業計画書に書いてみる①

サンプル
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•作成日
• 事業計画書は何回も書くので、いつ立案したものか
分かるように記入します。

•１．創業者について
•氏名（ふりがな）
•生年月日（年齢）
•連絡先（住所、電話番号、メールアドレス）

• 外部に見せる場合は、特に正確に。
• できるだけ省略しない。
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3.3 事業計画書に書いてみる②



• 事業計画書に書いていきます。
• １．創業者について－つづき

サンプル
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3.3 事業計画書に書いてみる③

•経歴・事業に活かせる経験・技術・資格等
•本日の【ワーク】スキルの棚卸

•創業の目的・動機・経営理念
•本日の【ワーク】起業する理由、経営理念

•事業開始（予定）日
•これから創業する人はぜひ書いてください。
•夢に日付を！
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3.3 事業計画書に書いてみる④



• 事業計画書に書いていきます。
• ２．事業の内容

サンプル
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3.3 事業計画書に書いてみる⑤

•協力・連携先
•本日の【ワーク】

経営資源（人脈、資金、設備・ツールなど）

•課題・リスク
•本日の【ワーク】スキルの棚卸、経営資源
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3.3 事業計画書に書いてみる⑥



•起点から考える

【お客様、地域のニーズ】
• ある人の不満・不便・不安を解消
• 地域の困りごとを解決
• 先行事業の不平不満に注目

【世の中の流行、トレンド】
• 流行に早く乗る（△）
• 消費者の変化から少し先にニーズ

が生まれそうなものを商品化

お客様がどこにいるのか、
どんな人なのか探す

自分の持っている資源で
解決できるか考える

自分起点 顧客起点
【自分の気持ち】
• 自分がやりたいこと
• 好きなこと、楽しいこと
• 前からあこがれていたこと

【自分の資源】
• 仕事の一部を切り出す
• スキルを使う
• お金や不動産の運用、投資

【おまけ】事業アイデア出しのヒント①

創業・ベンチャー支援センター埼玉〈無断転載・複製を禁ずる〉70

•加減乗除の発想法を使う

引き算の発想
これまでの機能から、
一部の機能を除外する

割り算の発想
これまで１つだったも
のを複数に分けてみる

足し算の発想
これまでの機能に、
別の機能を追加する

掛け算の発想
異なる要素を組み合わ
せる

食事は出さず、布団敷きも
セルフサービスの温泉旅館

髪染めやリタッチに特化した
カラーリング専門店

クリーニングの取次をしてく
れるコインランドリー

完熟いちごパックと動画で
巣ごもりいちご狩りキット

発想法名 説明 例

【おまけ】事業アイデア出しのヒント②
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持続可能な開発（発展）目標（SDGs）
• 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発
（発展）のための2030アジェンダ」にて記載された2016年
から2030年までの国際目標。

【おまけ】事業アイデア出しのヒント③
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まとめ

今、創業はチャンス。準備怠りなく。

自分を再確認し、できることに集中。

経営者脳に切り変え、経営者になる。
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次回のご案内
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•次回のテーマ 経営・販路開拓

回数 分類 内容

１日目 経営
起業のための第一歩
ビジネスプランを考えよう！

２日目 経営・販路開拓
マーケティングの基礎
ビジネス戦略を考えよう！

３日目 販路開拓
Ｗｅｂマーケティングの基礎
ホームページ／ＳＮＳを活用しよう！

４日目 財務・人材育成
経理の基礎
起業に必要なお金と人材の知識を学ぼう！

宿題

•その１（次回まで）
•自社の商品・サービスを誰に販売するのか、
購入したお客様にどんな価値を感じていただ
きたいのか、考えてきてください。

•その２（復習）
•書き切れなかったところを埋めてください。

お疲れ様でした。
また、次回もお会いしましょう！

質問、相談大歓迎です。
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