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下記日程にて、倉敷支部
今回の例会は、

小坂田英明
 

（株）小坂田建設は現在、岡⼭市北区建部町で「お家
周りのお困りごとならなんでも相談を」をキャッチフレ
ーズに「地域に根ざした建設会社」として建設サービス
業を営んでいます。しかし、過去には倒産を目前とした
大きな経営難があった、と小坂田氏は話します。

倒産の危機を乗り越え、地域に根ざす「お困りごと引
き受けカンパニー」

小坂田
いただくと共に、今の事業に至るきっかけとその実践に
ついてご報告いただきます。

変⾰を続けてきた小坂田氏の報告から明日を切り開
くヒントを学びましょう！
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いただくと共に、今の事業に至るきっかけとその実践に
ついてご報告いただきます。
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代表取締役 小坂田英明
（岡山同友会 岡山北支部
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