
先着５社！
事業承継計画
策定支援

希望者は当アカデミー講師に
よる「事業承継計画策定」支援
を受けることができます。（先着
５事業者）ぜひお申込みを。

県下商工会･岡山県商工会連合会の経営指導員と
当アカデミー講師による徹底した個別支援を実施します。
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岡山駅西口から
車で約５分（無料駐車場あり）

後継者が立派な社長になるための
　　　　　　　必須知識を身に付ける

8/21（火）から開校！～事業承継の基礎と実践方法が学べる９回コース～

（セミナー受講料･個別訪問指導料･テキスト代すべて含む）

岡山県総合
グラウンド

至 岡山 IC
バイパス

いずれも
１９時～２２時

セミナー会場 岡山ロイヤル
ホテル

3rd

９人の講師の実戦型セミナーと
個別訪問指導で万全のサポート！
９人の講師の実戦型セミナーと
個別訪問指導で万全のサポート！

大好評につき今年も開催！！

事業承継を学んだから
　後は安心して
　　　　　任せられる！

はい、
頑張ります！

《主 催》 岡山県商工会連合会
《後援（予定）》 岡山県商工会青年部連合会･岡山県･中小企業基盤整備機構 中国本部･日本政策金融公庫
･（株）中国銀行･（株）トマト銀行･おかやま信用金庫･吉備信用金庫･玉島信用金庫･津山信用金庫・日生信用金庫・備北信用金庫

後継者（予定者含む）や経営者、
事業承継がうまく進んでない後継者･経営者等

※詳しい日程と内容は裏面をご覧ください。

全９回で5,000円
岡山ロイヤルホテル（岡山市北区絵図町２-４）

８月21日（火）～３月６日（水）･全９回

対 象

会 場

開催日時

受講料

先着20名定 員 8月15日（水）申込〆切

※現経営者と後継予定者のご一緒の参加も大歓迎！

※早く定員になる場合があります。
　お早めにお申込みください。

第３期

講 

師

受
講
者

連携支援体制
充実した

経営計画の策定から財務･資金
繰り、労務、リーダーシップ、組
織作りまで幅広く学べます！

だから、受講者に好評！アカデミー受講の３大メリット
受講生参加型セミナー
学んだことをすぐに実践でき
るように「演習（ワーク）」と「実
例学習」を重視しています。

個別訪問指導
経営指導員や専門家が
セミナーで学んだ内容の
定着とフォローをします。

ネットワーク構築
立場や意識が同じくする
受講者どうしの交流の
場となっています。

これでバッチリ！事業承継成功へ向けた充実のカリキュラム!!



先着５社！
事業承継計画
策定支援

希望者は当アカデミー講師による
「事業承継計画策定」支援を受け
ることができます。（先着５事業者）

アカデミー９人衆！
経験と実績豊富な
アカデミー講師陣が
しっかりサポート！

岡山県商工会連合会 広域サポートセンター 担 当：永田・高木・太田
TEL.086-238-5666 FAX.086-222-1672

【Eメール】 kouikisc@okasci.or.jp岡山市北区弓之町4-19-401

参加お申し込み・お問い合わせは…

事業所名 所属商工会 （　　　　　　　　）商工会　□な し

お申し込みはＦＡＸ、Eメールでお願いします。（後日、受講決定をご連絡します。）

参加者氏名

事業所住所 Eメール

□をつけて下さい □後継者（予定者含む） 　□経営者

@

電話番号 （　　　　　）　　   　ー FAX番号 （　　　　　）　  　 　ー

※申込書に記載された個人情報は、岡山県商工会連合会が行う事業に関する情報提供の目的以外で利用することはありません。

申込締切：８月15日（水）

後継者が立派な社長になるための必須知識を身に付ける第３期

19：00～22：00

3rd
過去、実施した当会の後継者育成・事業承継事業の参加者から寄せられた要望をもとに
今年度のカリキュラムを策定。受講生参加型のセミナーなので、すぐに実践・試せる内容です。

金原 光広 氏
井原産業（株） 代表取締役・岡山県事業承継ネット
ワークおよび（独）中小機構基盤整備機構中国本部 
事業承継コーディネーター。（独）日本生産性本部等に
勤務。これまで多数の中小企業支援・分析に携わる。
平成７年、井原市にある製材メーカーに娘婿後継者と
して入社。平成１４年には同事業から戦略的撤退を行
い、不動産・金融資産等運用投資業に業態転換。同時
期に経営コンサルティング・人材育成事業を開始する。
また、数 の々事業承継支援・セミナー講師等を通じ、県
内外に多くの後継者・経営者のネットワークを持つ。

事業承継コーディネーター プレゼン･人材育成コンサルタント

カリキュラム
内 容

8/21（火）

「現状分析･目標設定･先進事例研究」
●立派な後継者になるための「自己分析」「目標設定」を実施
●事業承継成功者の先輩の声が聞ける「座談会」を開催
●演 習　目標設定シートの作成

第１回目
講 師

金原氏･小坂田氏 9/5（水）

「周囲の力（従業員）を活かすリーダーシップの習得」
●周囲の力を活かすリーダーシップの習得
●演習①　組織内部の利害対立をどう乗り切る？
●演習②　従業員の抵抗にどう対応する？

第２回目 講 師　新名氏 10/10（水）

「ゼロから学ぶ経営計画策定（１回目）」
●経営計画の重要性を知る
●会社経営の羅針盤「経営計画」を実際に作成する
●演 習　経営計画書の作成

第３回目

11/7（水）

「ゼロから学ぶ経営計画策定（２回目）」
●実際に作成した「経営計画」を、どのように活用し、
　　　　　　　　社内･社外へ伝えるかについて学ぶ
●演 習　経営計画書の作成と磨き上げ

第４回目 12/5（水）

「社内に『報・連・相』を浸透させる仕組みを作る」
●５ゲン主義（「現場・現物・現実」に加え､「原理・原則」
　をふまえた考え方）に徹した報連相を学ぶ
●演 習　５ゲン主義を踏まえた「報連相」の体得

第５回目 1/16（水）

「これだけで十分！お金が貯まるキャッシュ・フロー経営」
●利益はお化粧しても資金繰りで素顔になる
●お金を増やす人と減らす人の考え方
●演 習　キャッシュフロー計算書の習得

第６回目

2/5（火）

「ビジネスシュミレーションゲーム（１回目）」
●ビジネスゲームを通じて決算書の仕組みと
　　　　　　　　　　　　　成り立ちを体感する
●演 習　ゲーム用の通貨を使い、決算書の仕組みを体得する

第７回目
講 師

金原氏･伊豆田氏･久保田氏 2/6（水）

「ビジネスシュミレーションゲーム（２回目）」
●ビジネスゲームを通じてキャッシュフロー経営の重要性を知る
●演 習　チームを組み、仮想会社を経営しながら、　　
　　　　　　　　　　　　キャッシュフローを学ぶ

第８回目
講 師

金原氏･伊豆田氏･久保田氏 3/6（水）

「人材確保と定着率向上につながる労務管理」
●後継者が身に付けなければいけない労務知識の習得
●セミナー＆ディスカッション形式で後継者の悩みと課題を解決
●アカデミーのまとめと振り返り

講 師
國田氏･金原氏

講 師　小橋氏

第９回目

講 師　小橋氏 講 師　仲田氏 講 師　村上氏

ゲスト講師

切磋琢磨して、ともに
高みを目指しましょう！

仲田 文猛 氏
経営コンサルタント

村上 元基 氏
公認会計士･税理士

悩んでいても考えていても
始まらない、行動あるのみ。
行動無くして結果無し。

難しいことは話しません。もし
分からなかったら僕が悪い。
今年も一緒に頑張りましょう！

伊豆田 功 氏
（株）アイムサプライ 代表取締役

久保田 浩二 氏

５ゲン主義に徹した現場力と報
連相を活用した人間関係能力を
体得した経営者を目指しましょう！

（株）小坂田建設 代表取締役・岡山北商工会会員事
業所・元岡山県商工会青年部連合会理事・現岡山北
商工会理事。昭和４８年生。土木技術者として日本基
礎技術（株）へ勤務後、平成１３年（２８歳）祖父が創業
した家業の（有）小坂田建設に入社。平成２０年末の経
営危機から経営に関わり始め、経営改善計画及び経営
革新計画の策定・実行に取組み業績のＶ字回復を成
し遂げ、平成２４年に３代目として事業承継。平成２５年
には国土交通白書に掲載される等、地域を牽引する
リーディングカンパニーとして高い評価を受けている。

（株）Smart Presen 代表取締役・プレゼンテーショ
ンコンサルタント／人材育成コンサルタント
平成９年サラヤ株式会社に入社。新入社員時から提
案プレゼンスタッフとして技術営業に携わる。また、２
８歳の時に新設の営業部門の統括部長に就任。ほ
ぼ全員が年上部下という状況でのマネジメントを経
験。人に動いてもらうためのスキルの必要性を身を
もって体感する。その間、創業者、２代目経営者に仕
え、３代目の教育に携わった経験もある。平成２３年
に独立起業し、年間300本の研修に登壇している。

岡山県商工会連合会 経営安定特別相談事業
専門家・村上健税理士事務所 公認会計士・
税理士。平成 14 年 中央青山監査法人東京
事務所へ入所。平成 23 年 村上健税理士事
務所 入所。岡山県商工会連合会 専門家派遣
事業 登録専門家。後継者問題による事業承
継・Ｍ＆Ａ仲介サポート、相続対策、10年後
を見据えた経営計画作成サポート、簡単で分
かりやすい自社の経営分析等のセミナーが好
評を得ている。

大文総合技術 代表。
マツダ㈱の製造部門 33年の経験（タイ３年、
中国５年）を基礎とし、経営コンサルタント・セ
ミナー講師として活躍。専門は、人財育成、報
連相、管理会計、生産性、品質、５Ｓなど多岐に
わたる。特にＧＰＤＣＡを回した事業計画の作
成、運営と要因系統図法ＦＴＡ（なぜなぜ分
析）を活用した５ゲン主義に徹した問題解決を
支援している。

（株）アイムサプライ 代表取締役。
平成元年、父親の病いにより、急遽帰郷して事業を
継承する。平成４年に取締役に就任し、PB商品企
画、新規チャネル開拓、海外共同生産企画などの
業務を行う。平成 13年に同事業から撤退し、現社
名・定款に変更するとともに代表取締役に就任。
平成 15年、中小企業診断士の資格を取得し、後
継者から第２創業者に転身、経営コンサルティング
その他関連業務を行い、現在に至っている。
著書：「陽明学に学ぶリーダーの姿」（南々社出版）

ＮＰＯ法人ＩＴＣ岡山理事長・中小機構四国本部 戦
略的ＣＩＯ育成支援事業チーフアドバイザー・（株）
ピットイン・リンクス 代表取締役。岡山市内のＩＴベン
ダーに２４年間勤務し、情報システムの企画、開発、
運用管理等を経て、経営企画、人事を担当。平成１５
年、ＩＴコーディネータ事務所Ｏｆｆｉｃｅ ＰｉＴを開業。
平成２５年に法人化し、株式会社ピットイン・リンクス
設立。中小企業のＩＴ経営を推進するため、ＩＴ利活用
による経営改善や情報セキュリティに関するコンサル
ティング、講演、研修等を数多く実施。

みらいエール社会保険労務士法人 代表。
税理士法人事務所等に勤務後、岡山市内に平
成 17 年社会保険労務士開業登録。就業規則
の整備､人事考課制度の導入、各種助成金、
採用面接立会いから解雇による退職時後の問
題等､人事労務管理に関する様々な相談に対
応実績有。また、近年は長時間労働削減等の
労務管理・改善を目的とした「生産性向上セ
ミナー」講師としても活躍中。

小橋公認会計士総合事務所 代表。あずさ監
査法人大阪事務所勤務を経て､小橋公認会計
士総合事務所の代表取締役副所長に就任す
る。岡山県商工会連合会の経営安定特別相談
事業の専門家として多数の事業者支援に携わ
る。中小企業､小規模事業者の経営者視点か
ら事業承継支援や経営計画の策定をはじめ､
財務体質の改善や経理・総務体制の構築な
ども行なっている。

小坂田 英明 氏 新名 史典 氏
公認会計士･税理士

小橋 仙敬 氏

後継者の思いを乗せた「経
営計画」を策定して、会社
経営の羅針盤にしましょう。

社会保険労務士

國田 真由美 氏

後継者として組織の良い所
を継続し、新しいこと作り上げ
るリーダーシップを学びます！

戦略的ＣＩＯ育成支援事業
　　　  チーフアドバイザー

19：00～22：00 19：00～22：00

19：00～22：00 19：00～22：00 19：00～22：00

19：00～22：00 19：00～22：00 19：00～22：00

✓

経営に楽しみを見出す
リーダーの視点を学び、豊
かな時間を過ごしましょう！

一段ステップアップして、
リーダーとしての幅広い
視野を身につけましょう。

企業の「ヒト」について課題はありま
せんか？これからの時代を見据え、
出来ることから準備していきましょう!

参加者① 参加者②
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