
 
 
 
 
 

  
 
  

 

日頃は、私どもあがたグローバル税理士法人の業務にご理解とご協力をいただき、 

誠にありがとうございます。 

このたび、４月から１１月まで、全８回コースで、経営者・後継者・経営幹部を 

対象とした『経営者のための実学セミナー』を開催いたします。経営の現場で 

必要とされる、実務に即した内容が盛りだくさんのセミナーとなっております。 

また、「自らの後継者育成の場として活用したい」とお考えの経営者のニーズにもお応えできる内容になっ

ております。皆様のご参加を、心よりお待ちしております。 

～セミナーのねらい～ 

１．経営者として知っておきたい内容を体系的に習得する 

   試算表や決算書の読み方、企業防衛、会社法務、人財育成など、経営者として知っておきたい内容を

幅広くお伝えいたします。また、「マネジメントの父」と呼ばれるドラッカーや京セラ名誉会長の稲盛和夫氏

の著書、そして先輩経営者の経験談を通じて、「企業経営とは何か」、「経営者の役割とは何か」を考える

場をご提供いたします。 

２．経営計画書の策定を通じて自社のこれからを考える機会になる 

経営理念・経営ビジョンの必要性から、自社を取り巻く外部環境と内部環境を把握した上で経営戦略を

策定するプロセスをご説明すると共に、自社の『経営計画書』を実際に作成しながら、今後の数値計画とア

クションプランの策定までを実体験していただきます。 

３．マクロ経済分析を通じて外部環境を捉える 

  自社を取り巻く外部環境をより正確に把握するために、日本経済新聞を読み説くためのヒントをお伝えしま

す。毎回講座の中で、ご参加いただく皆様にも経済分析をしていただき、世の中の大きな流れを掴んでい

ただくことを通じて、自社の経営戦略の策定に活かしていただける視点をお伝えします。 

 

► 対象 / 経営者、後継者、経営幹部 

► 開催日時 / 平成２６年４月～１１月 月１回の全８回 10：00～17：00 

（第3回目は富山へのバスツアーの開催となり、時間が通常と異なります） 

► 開催場所/ＴＯiＧＯ ３階 学習室５（６月（第３回）は富山開催です）     

（地図は裏面をご参照下さい） 

※ＴＯiＧＯパーキングをご利用の場合、割引がありますので、駐車券を3階 事務室までお持ちください。 

なお、4月（第1回）、8月（第5回）及び11月（第8回）の講義終了後に懇親会を予定しております。 

懇親会にてアルコール類を召し上がる方は、懇親会後のお車の運転は絶対になさらぬようにお願い申し上げます。 

► 受講料/400,000円(お一人様、消費税抜。昼食代、4・8・11月の懇親会費、課題図書費、6月 

の富山開催の旅費を含みます）  

※受講料は4月から11月までの8回に分けて、毎月末締の請求書にてご請求させていただきます。 

 詳細は別途ご案内させていただきます。 

► 定員 12名（より充実した内容とするため限定数にて行います） 

► 参加申込方法/裏面の申込書にご記入の上、ＦＡＸでお送りいただくか、弊社担当者にお渡し 

  ください。 

※参加申込締切日 平成26年4月9日(水)（必着） 

経営者・後継者・経営幹部対象『経営者のための実学セミナー』 



 
 
 
 
 

  
 
  

    

► プログラム内容  ☆内容は講義の進捗状況に応じて変更する場合があります。 

回 開催日 講 始業 終了 講義内容

10:00 10:30 あいさつ、セミナーの全体像

10:30 11:20 自己紹介

11:20 11:40 エニアグラムの実施

第1講 12:30 13:30 マクロ経済分析の基本

4月16日 第2講 13:40 14:40 経営者の役割、企業経営とは

(水） 第3講 14:50 15:40 人間関係の構築

第4講 15:50 16:50
企業経営に活かす
ドラッカーのメッセージ

16:50 17:00 今日のバリューの振り返り

19:30 懇親会

10:00 10:20 前回の復習

第1講 10:20 11:40 マクロ経済分析

第2講 12:30 13:30 経営者の身だしなみ【外部講師】

5月16日 第3講 13:40 15:00 経営理念、経営ビジョン

(金） 経営戦略

外部環境分析、内部環境分析

16:50 17:00 今日のバリューの振り返り

第
３
回

6月24日
（火）

7:30 18:00

富山視察セミナー
〔寿司職人が語るこだわりの経営
～カウンターで旬のお寿司を

いただきながら～〕
〔YKK工場見学〕
〔古き町並み散策〕
〔驚きの小売店舗見学〕

10:00 10:20 前回の復習

第1講 10:20 11:40 マクロ経済分析

第2講 12:30 13:50 ドラッカーのマネジメントに学ぶ

7月16日 マーケティング

(水） 売れている商品の分析

自社売上高の分析

第4講 16:10 16:50 決算書の読み方

16:50 17:00 今日のバリューの振り返り

第
4
回 第3講 14:00 16:00

　「経営者のための実学セミナー」　講義内容（前半）

第
１
回

第
２
回

第4講 15:10 16:40

 
 
 
 
 
 

毎回、自社に当てはめて考えるワ

ークを行います。自社の事例を通じ

て考える場を提供いたしますので、

実践的に学ぶことができます。 



 
 
 
 
 

  
 
  

10:00 10:20 前回の復習

第1講 10:20 11:40 マクロ経済分析

自社決算書の分析

財務資料を経営に活かす①

8月19日 中長期計画、当期重点経営方針

(火） 経営計画書（数値計画を含む）の作成

アクションプラン、会議議事録

第4講 15:50 16:50 先輩経営者から学ぶ【外部講師】

16:50 17:00 今日のバリューの振り返り

19:30 懇親会

10:00 10:20 前回の復習

第1講 10:20 11:40 マクロ経済分析

第2講 12:30 13:30 稲盛和夫の実学

9月17日 第3講 13:40 14:20 財務資料を経営に活かす②

(水） 第4講 14:30 15:40 企業防衛

第5講 15:50 16:50 税金の基礎知識

16:50 17:00 今日のバリューの振り返り

10:00 10:20 前回の復習

第1講 10:20 11:40 マクロ経済分析

第2講 12:30 13:30 金融機関との付き合い方

10月15日 第3講 13:40 14:30 経営戦略とM&A

(水） 第4講 14:40 15:30 マーケティングと心理学

第5講 15:40 16:50 会社法務【外部講師】

16:50 17:00 今日のバリューの振り返り

10:00 10:20 前回の復習

第1講 10:20 11:40 マクロ経済分析

強い組織、強いリーダーの条件

人財育成

11月21日 第3講 13:40 14:30 人事制度

(金） 第4講 14:40 15:40 経営承継を考える

第5講 15:50 16:10 まとめ講義

16:10 16:50 所信表明

16:50 17:00 今日のバリューの振り返り

19:30 懇親会

　「経営者のための実学セミナー」　講義内容（後半）

第
８
回

第2講 12:30 13:30

第
６
回

第
７
回

第
５
回

第2講 12:30 14:00

第3講 14:10 15:40

 
 

 

 

 



 
 
 
 
 

  
 
  

 

 

 

 ► 代表社員 税理士・認定事業再生士（ＣＴＰ） 

  芦原 誠  

＜講師実績＞ 

経営戦略、経営計画策定、企業再生 

各種税制などの研修講師多数 

 

► 中小企業診断士・認定事業再生士（ＣＴＰ） 

   小林 藤子  

＜講師実績＞ 

経営計画策定、マーケティング、 

起業等の研修講師多数 

 

☆下記の弊社代表社員及びメンバーも講師を務めます。 

► 代表社員 理事長 税理士・公認会計士  小林 邦一 

► 代表社員 税理士  山崎 健兒 

► ＣＦＰ  和田 克巳 

 

☆特別講師による講義もあります。 

主催：あがたグローバル税理士法人 

住所：〒380-0824 長野市南石堂町1293番地3 長栄南石堂ビル3階 

TEL：026-217-2020 FAX：026-217-2223  お問い合わせ先：セミナー事業部 杉山 

URL：http://www.ag-tax.or.jp/    E-mail：seminar@ag-tax.or.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「経営者のための実学セミナー」申込書 

貴社名 
 

ご出席者氏名 様 

電話番号  ＦＡＸ番号  

 

【送付先】あがたグローバル税理士法人 行 ＦＡＸ０２６－２１７－２２２３ 

    

講師紹介 

 
会場案内図 

必要事項をご記入の上、切り取らずに、ＦＡＸでお送りいただくか、弊社担当者にお渡しください。 

 

http://www.ag-tax.or.jp/
mailto:seminar@ag-tax.or.jp

