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    事業承継セミナーの開催事業承継セミナーの開催事業承継セミナーの開催事業承継セミナーの開催にににについてついてついてついて    

 

島根銀行（頭取 鈴木良夫）では、下記のとおり事業承継セミナーを開催することと致し

ましたので、お知らせします。本セミナーの開催により事業承継に関して課題をお持ちのお

客様の課題解決に向け積極的に取組みます。 

当行は、今後ともお客さまのニーズにお応えできる商品・サービスの充実に努めてまいり

ます。 

記 

 

１．目的 

  事業承継につきましては、当地域における経営者の高齢化率が全国的にも高いことか

ら、注目度が高く、国・県・商工会議所等の公的機関では専担組織や部署を設置する等、

積極的に支援に注力されているところであります。 

  このような状況から、当行におきましても、本セミナーの開催により事業承継に関して

課題をお持ちのお客様の課題解決に向け積極的に取組むこととしたものです。 

 

２．セミナーの内容 

（１）日時等 

6 月 10 日（月） 【出雲会場】  場所：出雲商工会議所 大ホール 

時間：13：30～15：30 

6 月 11 日（火） 【松江会場】  場所：松江テルサ 大会議室 

時間：13：00～15：00 

 【米子会場】  場所：米子商工会議所 大会議室 

時間：16：00～18：00 

 

（２）セミナーの概要（詳しくは添付のチラシを参照ください） 

セミナーの概要 ①まずは事業承継の課題整理 見える化 しっかり診断 

②経営、資産、経営者交代 三位一体の対策の必要性 

③事例から学ぶ教訓 成功と失敗事例 成功の秘訣は？ 

講     師 ＣＲＣ代表理事 ＡＰグループＣＥＯ 真鍋 敏巳 

廣瀬税理士事務所所長 ＣＲＣ会員 廣瀬 政光 
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（３）共催・後援 

松江商工会議所 

島根県事業引き継ぎ支援センター 

出雲市商工団体協議会（出雲商工会議所・平田商工会議所・斐川町商工会・出雲商工会） 

  米子商工会議所 

  島根県信用保証協会 

  鳥取県信用保証協会 

 

３．事業承継塾の開催について 

  前記の事業承継セミナーに加え、更に専門的な内容で最大限の税制優遇を受けるため

の前提となる事業承継計画（注）を策定することを目的とした全 5回（7 月～11 月まで）

の「事業承継塾」の開催も予定しております。 

（注）2018 年度の税制改正により、事業承継の際の贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」

を今後 5 年（2018 年 4 月～2023 年 3 月）以内に事業承継計画を提出し、10 年以内に実際に承継

を行う者を対象として抜本的に拡充（相続税・贈与税全額の納税猶予が可能）されました。この

税制優遇を最大限受けるための前提となる「事業承継計画」を策定することを目的としたセミナ

ーです。 

 

以上 

                              

 

 
本件に関するお問い合わせ先 

島根銀行 業務企画グループ 

担当：清水 ℡(0852) 24-1247 



☆ 事業承継税制と資産承継についてのポイント解説
◇廣瀬税理⼠事務所所⻑ CRC会員 廣瀬 政光（ひろせまさみつ）

慶應義塾⼤学法学部卒業後、㈱福岡銀⾏を経て監査法⼈トーマツに⼊社。
平成13年より福岡市天神にて相続専門の税理⼠事務所として独⽴し、
現在は幅広く事業承継⽀援を⾏っている。

事業承継事業承継事業承継事業承継75757575項目無料項目無料項目無料項目無料診断診断診断診断と承継と承継と承継と承継計画計画計画計画策定策定策定策定

事例から見る事例から見る事例から見る事例から見る成功成功成功成功とととと失敗失敗失敗失敗のポイント！のポイント！のポイント！のポイント！

◇承継概論 CRC代表理事 APグループCEO 真部 敏⺒（まなべとしみ）

84年リクルート⼊社 92年アセットパートナーズ設⽴ 01年ＣＲＣを設⽴。
450社以上の企業再建･承継に関わる一方、経営幹部⼈材の登用、養成
（累計1,500名以上）を⾏い、企業経営、承継を多⾯的にサポートしている。

セミナー
ポイント

参加申込書
フリガナ

参加費
無料
先着順

＜ご参加特典＞
後日、事業承継診断シート

をお送りいたします。お名前
◆複数名様でのご参加は人数もご記載ください。他 人

ご紹介者
お名前 ＴＥＬ

会社・団体名 ＦＡＸ

役職 所属部署名 Ｅ－mail

※頂いた情報は、主催者・共催者のセミナーの適切な運営・企画・改善およびお客様へのサービスのご提案の目的以外には利用いたしません。

メール kikaku@shimagin.co.jp
FAX送信先 0852-24-6542

令和元年6月10日（月）

■会場：出雲商工会議所 大ホール
■住所：出雲市⼤津町1131-1
■費用：無料招待

お問い合わせ先

0852-24-1247

セミナー 13：30〜15：30
（13:00開場）

事業承継検討中事業承継検討中事業承継検討中事業承継検討中のののの経営者経営者経営者経営者・・・・後継者対象後継者対象後継者対象後継者対象 セミナーセミナーセミナーセミナー

第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（2019年年年年7月～月～月～月～5回開講）開催予定回開講）開催予定回開講）開催予定回開講）開催予定＞＞＞＞

① まずは事業承継の課題整理 ⾒える化 しっかり診断
② 経営、資産、経営者交替 三位一体の対策の必要性
③ 事例から学ぶ教訓 成功と失敗事例 成功の秘訣は？

日程

会場

費用

講師

□ＦＡＸによるお申込みの場合は、送付書を付けずそのまま、上記ＦＡＸ送信先まで本紙を送信下さい。

無料
セミナー

主催：株式会社 島根銀⾏
共催：共催：共催：共催：出雲市商工団体協議会・島根県信用保証協会出雲市商工団体協議会・島根県信用保証協会出雲市商工団体協議会・島根県信用保証協会出雲市商工団体協議会・島根県信用保証協会
（出雲商工会議所・平田商工会議所・斐川町商工会・出雲商工会（出雲商工会議所・平田商工会議所・斐川町商工会・出雲商工会（出雲商工会議所・平田商工会議所・斐川町商工会・出雲商工会（出雲商工会議所・平田商工会議所・斐川町商工会・出雲商工会））））

・島根県事業引継ぎ支援センター・島根県事業引継ぎ支援センター・島根県事業引継ぎ支援センター・島根県事業引継ぎ支援センター



☆ 事業承継税制と資産承継についてのポイント解説
◇廣瀬税理⼠事務所所⻑ CRC会員 廣瀬 政光（ひろせまさみつ）

慶應義塾⼤学法学部卒業後、㈱福岡銀⾏を経て監査法⼈トーマツに⼊社。
平成13年より福岡市天神にて相続専門の税理⼠事務所として独⽴し、
現在は幅広く事業承継⽀援を⾏っている。

事業承継事業承継事業承継事業承継75757575項目無料項目無料項目無料項目無料診断診断診断診断と承継と承継と承継と承継計画計画計画計画策定策定策定策定

事例から見る事例から見る事例から見る事例から見る成功成功成功成功とととと失敗失敗失敗失敗のポイント！のポイント！のポイント！のポイント！

◇承継概論 CRC代表理事 APグループCEO 真部 敏⺒（まなべとしみ）

84年リクルート⼊社 92年アセットパートナーズ設⽴ 01年ＣＲＣを設⽴。
450社以上の企業再建･承継に関わる一方、経営幹部⼈材の登用、養成
（累計1,500名以上）を⾏い、企業経営、承継を多⾯的にサポートしている。

セミナー
ポイント

参加申込書
フリガナ

参加費
無料
先着順

＜ご参加特典＞
後日、事業承継診断シート

をお送りいたします。お名前
◆複数名様でのご参加は人数もご記載ください。他 人

ご紹介者
お名前 ＴＥＬ

会社・団体名 ＦＡＸ

役職 所属部署名 Ｅ－mail

※頂いた情報は、主催者・共催者のセミナーの適切な運営・企画・改善およびお客様へのサービスのご提案の目的以外には利用いたしません。

メール kikaku@shimagin.co.jp
FAX送信先 0852-24-6542

令和元年6月11日（火）

■会場：松江テルサ 大会議室
■住所：松江市朝日町478-18
■費用：無料招待

お問い合わせ先

0852-24-1247

セミナー 13：00〜15：00
（12:30開場）

事業承継検討中事業承継検討中事業承継検討中事業承継検討中のののの経営者経営者経営者経営者・・・・後継者対象後継者対象後継者対象後継者対象 セミナーセミナーセミナーセミナー

第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（2019年年年年7月～月～月～月～5回開講）開催予定回開講）開催予定回開講）開催予定回開講）開催予定＞＞＞＞

① まずは事業承継の課題整理 ⾒える化 しっかり診断
② 経営、資産、経営者交替 三位一体の対策の必要性
③ 事例から学ぶ教訓 成功と失敗事例 成功の秘訣は？

日程

会場

費用

講師

□ＦＡＸによるお申込みの場合は、送付書を付けずそのまま、上記ＦＡＸ送信先まで本紙を送信下さい。

無料
セミナー

主催：株式会社 島根銀⾏ 共催：松江商工会議所・島根県信用保証共催：松江商工会議所・島根県信用保証共催：松江商工会議所・島根県信用保証共催：松江商工会議所・島根県信用保証協会協会協会協会
・島根県事業引継ぎ支援センター・島根県事業引継ぎ支援センター・島根県事業引継ぎ支援センター・島根県事業引継ぎ支援センター



☆ 事業承継税制と資産承継についてのポイント解説
◇廣瀬税理⼠事務所所⻑ CRC会員 廣瀬 政光（ひろせまさみつ）

慶應義塾⼤学法学部卒業後、㈱福岡銀⾏を経て監査法⼈トーマツに⼊社。
平成13年より福岡市天神にて相続専門の税理⼠事務所として独⽴し、
現在は幅広く事業承継⽀援を⾏っている。

事業承継事業承継事業承継事業承継75757575項目無料項目無料項目無料項目無料診断診断診断診断と承継と承継と承継と承継計画計画計画計画策定策定策定策定

事例から見る事例から見る事例から見る事例から見る成功成功成功成功とととと失敗失敗失敗失敗のポイント！のポイント！のポイント！のポイント！

◇承継概論 CRC代表理事 APグループCEO 真部 敏⺒（まなべとしみ）

84年リクルート⼊社 92年アセットパートナーズ設⽴ 01年ＣＲＣを設⽴。
450社以上の企業再建･承継に関わる一方、経営幹部⼈材の登用、養成
（累計1,500名以上）を⾏い、企業経営、承継を多⾯的にサポートしている。

主催：株式会社 島根銀⾏

セミナー
ポイント

参加申込書
フリガナ

参加費
無料
先着順

＜ご参加特典＞
後日、事業承継診断シート

をお送りいたします。お名前
◆複数名様でのご参加は人数もご記載ください。他 人

ご紹介者
お名前 ＴＥＬ

会社・団体名 ＦＡＸ

役職 所属部署名 Ｅ－mail

※頂いた情報は、主催者のセミナーの適切な運営・企画・改善およびお客様へのサービスのご提案の目的以外には利用いたしません。

メール kikaku@shimagin.co.jp
FAX送信先 0852-24-6542

令和元年6月11日（火）

■会場：米子商工会議所 大会議室
■住所：米子市加茂町2丁目204番地
■費用：無料招待

お問い合わせ先

0852-24-1247

セミナー 16:00〜18:00
（15:30開場）

事業承継検討中事業承継検討中事業承継検討中事業承継検討中のののの経営者経営者経営者経営者・・・・後継者対象後継者対象後継者対象後継者対象 セミナーセミナーセミナーセミナー

第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る第２弾＜専門家と作る事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（事業承継（計画策定）塾（2019年年年年7月～月～月～月～5回開講）開催予定回開講）開催予定回開講）開催予定回開講）開催予定＞＞＞＞

① まずは事業承継の課題整理 ⾒える化 しっかり診断
② 経営、資産、経営者交替 三位一体の対策の必要性
③ 事例から学ぶ教訓 成功と失敗事例 成功の秘訣は？

日程

会場

費用

講師

後援後援後援後援：：：：米子商工米子商工米子商工米子商工会議所会議所会議所会議所・・・・鳥取県鳥取県鳥取県鳥取県信用保証協会信用保証協会信用保証協会信用保証協会

□ＦＡＸによるお申込みの場合は、送付書を付けずそのまま、上記ＦＡＸ送信先まで本紙を送信下さい。

無料
セミナー



開開開開 催催催催 概概概概 要要要要

日程：日程：日程：日程： 令和元年７月開講～令和元１１月まで令和元年７月開講～令和元１１月まで令和元年７月開講～令和元１１月まで令和元年７月開講～令和元１１月まで 全全全全5回開催期間中回開催期間中回開催期間中回開催期間中 毎月１回毎月１回毎月１回毎月１回

場所：場所：場所：場所： 島根島根島根島根銀行本店銀行本店銀行本店銀行本店 会議室（予定）会議室（予定）会議室（予定）会議室（予定） 各日共に１５：００～１７：００（予定）各日共に１５：００～１７：００（予定）各日共に１５：００～１７：００（予定）各日共に１５：００～１７：００（予定）

※若干延長する場合もございます。塾終了後に実費での懇親会（有料）も準備しています。

日程：７／１７（水）日程：７／１７（水）日程：７／１７（水）日程：７／１７（水） ８／２２（木）８／２２（木）８／２２（木）８／２２（木） ９／１７（火）９／１７（火）９／１７（火）９／１７（火） １０／２９（火）１０／２９（火）１０／２９（火）１０／２９（火） １１／２０（水）１１／２０（水）１１／２０（水）１１／２０（水）

定員３０社（先着順で定員３０社（先着順で定員３０社（先着順で定員３０社（先着順で定員となり次第定員となり次第定員となり次第定員となり次第締め切ります）締め切ります）締め切ります）締め切ります）費用：全費用：全費用：全費用：全5回で回で回で回で30,000円円円円 （税込）（税込）（税込）（税込）
経営者お一人の参加でも、後継者の方ご一緒でも受講料は同じです経営者お一人の参加でも、後継者の方ご一緒でも受講料は同じです経営者お一人の参加でも、後継者の方ご一緒でも受講料は同じです経営者お一人の参加でも、後継者の方ご一緒でも受講料は同じです
※※※※ お知り合いの方からご紹介参加の場合には、右記の書籍を贈呈。お知り合いの方からご紹介参加の場合には、右記の書籍を贈呈。お知り合いの方からご紹介参加の場合には、右記の書籍を贈呈。お知り合いの方からご紹介参加の場合には、右記の書籍を贈呈。

お問合先：お問合先：お問合先：お問合先：業務企画グループ業務企画グループ業務企画グループ業務企画グループ TEL：：：：0852-24-1247 ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ 0852-24-6542 担当担当担当担当 清水清水清水清水

ご参加申込書ご参加申込書ご参加申込書ご参加申込書 申込先／上記電話かＦＡＸもしくは申込先／上記電話かＦＡＸもしくは申込先／上記電話かＦＡＸもしくは申込先／上記電話かＦＡＸもしくはＥメールＥメールＥメールＥメール kikaku@shimagin.co.jp

〇貴社名 ご住所〒

〇お名前（役職）

〇お名前（役職） 〇TEL                          FAX

〇ご紹介者様 〇Eメール

☑後継者が、すぐ経営力を発揮できるためには？
☑事業に将来性があるのだろうか？
☑金融機関との関係性は、維持できるだろうか？
☑取引先との関係性は維持できるのだろうか？
☑相続税、贈与税の負担はどれ位かかるのか？
☑具体的に何から手をつければ、いいのか？ など・・・

経営者・後継者のお悩み・課題の解決方法を、一緒に考えていきます

塾生塾生塾生塾生
募集募集募集募集

事 業 承 継 塾 の 特 典
①①①① 無料個別相談無料個別相談無料個別相談無料個別相談の実施の実施の実施の実施

②②②② 吉野家ホールディングス吉野家ホールディングス吉野家ホールディングス吉野家ホールディングス 安部修仁会長安部修仁会長安部修仁会長安部修仁会長の特別講演の特別講演の特別講演の特別講演
③③③③ 専門家による事業承継塾専門家による事業承継塾専門家による事業承継塾専門家による事業承継塾 計画策定サポート計画策定サポート計画策定サポート計画策定サポート
④④④④ 事業承継に関する入門書事業承継に関する入門書事業承継に関する入門書事業承継に関する入門書 進呈進呈進呈進呈
⑤⑤⑤⑤ 懇親会開催による塾生、講師の情報交換懇親会開催による塾生、講師の情報交換懇親会開催による塾生、講師の情報交換懇親会開催による塾生、講師の情報交換

経営者・後継者向け経営者・後継者向け経営者・後継者向け経営者・後継者向け

専門家と一緒に作成する経営のバトンタッチ専門家と一緒に作成する経営のバトンタッチ専門家と一緒に作成する経営のバトンタッチ専門家と一緒に作成する経営のバトンタッチ 承継計画策定塾承継計画策定塾承継計画策定塾承継計画策定塾

承継計画策定塾

第２回第２回第２回第２回 【【【【ワークワークワークワーク】】】】自社を取り巻く外部環境と内部環境の把握自社を取り巻く外部環境と内部環境の把握自社を取り巻く外部環境と内部環境の把握自社を取り巻く外部環境と内部環境の把握

第３回第３回第３回第３回 【【【【講義講義講義講義】】】】資産承継の理解と把握資産承継の理解と把握資産承継の理解と把握資産承継の理解と把握

第４回第４回第４回第４回 【【【【講義・ワーク講義・ワーク講義・ワーク講義・ワーク】】】】 事業承継計画立案概論事業承継計画立案概論事業承継計画立案概論事業承継計画立案概論 承継計画立案ワーク承継計画立案ワーク承継計画立案ワーク承継計画立案ワーク

第５回第５回第５回第５回 事業承継課題対応策の検討例事業承継課題対応策の検討例事業承継課題対応策の検討例事業承継課題対応策の検討例 吉野家ホールディングス吉野家ホールディングス吉野家ホールディングス吉野家ホールディングス 安部修仁会長安部修仁会長安部修仁会長安部修仁会長 ﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｼｮﾝﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｼｮﾝﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｼｮﾝﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨｽｶｼｮﾝ

第１回第１回第１回第１回 【【【【講義講義講義講義】】】】経営承継セミナーの復習、自社課題の洗い出し経営承継セミナーの復習、自社課題の洗い出し経営承継セミナーの復習、自社課題の洗い出し経営承継セミナーの復習、自社課題の洗い出し

島根銀行島根銀行島根銀行島根銀行 主催主催主催主催



事業承継計画策定事業承継計画策定事業承継計画策定事業承継計画策定 塾の内容塾の内容塾の内容塾の内容 ～専門家サポートで承継計画をつくる～～専門家サポートで承継計画をつくる～～専門家サポートで承継計画をつくる～～専門家サポートで承継計画をつくる～

【座学セミナー：120分】
・企業承継セミナー内容の振り返り
・企業を取り巻く外部環境の把握方法について
・自社内部環境の把握方法について
・後継者候補の選定方法について

【座学セミナー：30分】
・企業課題の整理方法（ワークの説明）
【ワーク：90分】
・無料診断シートを元に、自社の承継課題の把握
・自社を取り巻く内外部環境課題の整理
・ヒト（経営者）、経営資源の承継における課題の整理
●終了後、懇親会を予定しております。（実費負担）●終了後、懇親会を予定しております。（実費負担）●終了後、懇親会を予定しております。（実費負担）●終了後、懇親会を予定しております。（実費負担）

【座学セミナー：120分】
・資産承継の課題、相続問題について
・事業用資産・個人資産の承継の課題解決方法例
・相続税の節税方法について

【座学セミナー：30分】
・事業承継計画作成のポイント
事業計画、後継者教育計画、相続計画の作り方
【ワーク：90分】
・事業用資産および個人資産の棚卸と承継課題の把握
・事業計画、後継者への事業用資産承継の計画立案

【座学セミナー：20分】・承継計画例の提示と解説
【基調講演：30分】終了後に質疑応答の時間を設けます
吉野家ホールディングス会長安部修仁氏（吉野家ホールディングス会長安部修仁氏（吉野家ホールディングス会長安部修仁氏（吉野家ホールディングス会長安部修仁氏（CRCCRCCRCCRC特別顧問）講演会特別顧問）講演会特別顧問）講演会特別顧問）講演会
「トップの引き際について」「トップの引き際について」「トップの引き際について」「トップの引き際について」
【パネルディスカッション:６０分】安部会長 現役経営者
●終了後、懇親会を予定しております。（実費負担）●終了後、懇親会を予定しております。（実費負担）●終了後、懇親会を予定しております。（実費負担）●終了後、懇親会を予定しております。（実費負担）

第２回第２回第２回第２回 【【【【ワークワークワークワーク】】】】自社を取り巻く外部環境と内部環境の把握自社を取り巻く外部環境と内部環境の把握自社を取り巻く外部環境と内部環境の把握自社を取り巻く外部環境と内部環境の把握

第３回第３回第３回第３回 【【【【講義講義講義講義】】】】資産承継の理解と把握資産承継の理解と把握資産承継の理解と把握資産承継の理解と把握

第４回第４回第４回第４回 承継計画立案概論承継計画立案概論承継計画立案概論承継計画立案概論 承継計画立案ワーク承継計画立案ワーク承継計画立案ワーク承継計画立案ワーク

第５回第５回第５回第５回 承継課題対応策の検討承継課題対応策の検討承継課題対応策の検討承継課題対応策の検討

第１回第１回第１回第１回 【【【【講義講義講義講義】】】】経営承継セミナーの復習、自社課題の洗い出し経営承継セミナーの復習、自社課題の洗い出し経営承継セミナーの復習、自社課題の洗い出し経営承継セミナーの復習、自社課題の洗い出し

◆真部 敏巳 CRC代表理事 アセットパートナーズグループCEO
小樽商科大商学部卒。(株)リクルート 住宅情報事業部、(株)リクルートコスモス（現：コスモスイ
ニシア）流通営業部を経て、公認会計士事務所子会社の不動産関連会社社長。1992年に不動産コンサ
ルティング会社(株)アセットパートナーズ(AP)を設立後、01年、CRC 企業再建・承継コンサルタント
協同組合を設立し、現在に至る。CRCは、中小企業支援のための専門家が全国で170名が加盟するコン
サルタント協同組合。今まで、450社以上の中小企業の再建・承継に同時に携わり、APグループで
2000件以上の不動産・資産戦略支援を実施。

主主主主 幹幹幹幹 講講講講 師師師師

＜書籍目次＞
【第１章】
事業承継の基本
【第２章】
現状分析
【第３章】
経営＆組織承継
【第４章】
資産の承継

定価 1,404円

発⾏：幻冬舎

・講座参加者ご紹介
の方にも入門書籍を
プレゼントいたします！

専門家による講義専門家による講義専門家による講義専門家による講義 講義を受け専門家を交えてワーク講義を受け専門家を交えてワーク講義を受け専門家を交えてワーク講義を受け専門家を交えてワーク 承継計画の完成承継計画の完成承継計画の完成承継計画の完成


