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与信管理
実践研修

危ない会社の見分け方から、債権回収ノウハウ、法的手続きまで
三菱UFJ フィナンシャルグループの総合シンクタンクが提供する
企業にとって本当に必要な与信管理研修！
危ない会社の見分け方
与信判断と企業分析について
取引条件・担保・保証人・
与信限度額の考え方
社員教育と与信マニュアル
の作成について
いざという時の対応策と
スピード回収のテクニック

書籍等には決して書けない！
ここだけのノウハウを公開！
企業を取り巻く環境は、厳しさを増しています。先日まで好調だった企業が、ある
日突然倒産という事態も否定できません。不測の事態に備え、万一のときに被害を
最小限に止めるには、貴社のご担当者様が、取引先の実態を見抜く力、信用度の変
化を見抜く目を培うことが重要です。この研修では、簡単にできる企業分析の手法
から債権回収のための具体的ノウハウも大公開しますので、営業部門・管理部門経
営層の方も是非ご参加ください。
三菱UFJリサーチ＆コンサルティングと講師のノウハウを大公開いたします。

１．営業部門 管理部門 経営層 の方もご参加 いただけます！
２．数時間の講演 から 数週間の研修 まで対応いたします！
３．全国どこへでも 講師が 出張 いたします！

債権回収のための
法的手続き

４．貴社のビジネスに合わせてオーダーメイド で行います！
５．グループワーク 等を取り入れ 参加型 で行います！

研修の効果
1. 与信管理の重要性と倒産の現実を理解する！

債権が回収できない場合、それを穴埋めするためにはいくらの売上が必要となるでしょうか？

2. 組織的な与信管理対応が出来るようになる！

気が付かなかった！では遅すぎる！現場の営業担当者から管理部門まで組織的な対応が必要！

3. 何をどう見ればよいのか…与信管理の判断材料が明確になる！

調査会社の資料に頼りっきりではありませんか？ どんな資料の何を見たら良いのかを学ぶ！

4. 取引条件、保全の方法・担保の取り方…限度額の設定等もマニュアル化できる！

危ないと分かっていても取引をしなければいけない場合、
どんな交渉をしておけばよいか？

5. 面倒な手続きに巻き込まれる前に…スピード回収のノウハウを理解できる！

債権回収はスピード勝負！法的な手続きを待てるだけの余裕が貴社にはありますか？

社内研修のご案内【御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です】

大人気公開セミナーを貴社で開催できます！
！
貴社のためだけのカスタマイズ研修です！
講師派遣型の企業内研修なら内容の変更・日程調整も可能！
SQUET（公開）セミナーも随時開催中！
SQUET
（公開）
セミナーなら少人数お試し受講も可能！
SQUET（公開）
セミナー情報は

http://www.murc.jp/seminar

与信判断から債権回収まで
与信管理のスペシャリスト
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

チーフインストラクター

川井 栄一

（経済産業大臣登録 中小企業診断士 宅地建物取引主任者）

同志社大学経済学部卒業後、
株式会社あさひ銀行（現りそな銀行）入行。
その後、起業・独立し
（株）ALECを設立、
（株）ベンチャーコンサルティング代表取締役にも就任。
クライアントの財務戦略や不動産開発・金融業まで手がける。
一方、財団法人、大学、商工会議所等で講師を兼任。
現在は三菱UFJリサーチ＆コンサルティングにて
経営者育成塾 社員研修 講演会 公開セミナー講師等も担当。

SQUETセミナー参加者様の声
与信管理の基本的な考え方を再確認できました。回収の実務については、大変勉強になりました。
危ない会社の見分け方は、早速使える実務的な内容で大変参考になりました。参加して本当に良かったです。
有難うございました。
● 講師の実体験に基づく話に非常に感銘を受けました。
次回は、部下も参加させたいと思います。
よろしくお願いいたします。
●
●

講演会・研修会ご担当者様の声
食品卸売業 U社様
昨日は、
ご多忙の折、
ご講演頂き、誠にありがとう御座います。
その後の、受講者の評判も大変好評で、感謝の言葉が、多々届いております。
本日の講演は大変有意義なものでありました。大成功でありました。
次回お会いできる事を楽しみにしております。
鉄道グループ N社様
本日はお忙しい中ご講演いただき誠にありがとうございました。
参加者からも
「とても勉強になった」
という感想が届いており、私どもも開催してよかったと喜んでおります。
今後、ぜひ教えていただいた内容を実践できるよう取り組んでまいります。

TEL.０３ ６７33 １058

お気軽にお問合せください

コンサルティング・国際事業本部 〒１０5 ８501 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
オランダヒルズ森タワー
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○当社は三菱UFJフィナンシャル・グループの一員としてMUFG行動規範に基づき活動しています。

kensyu@murc.jp

社内研修のご案内

御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です

事業計画書

戦略的！
実用的！

書き方！

の

実践研修

販売計画から利益予測、チーム編成の考え方まで三菱UFJフィナンシャルグループの
総合シンクタンクが提供する戦略的な事業計画書の書き方研修！
！

金融機関！ 取引先！ 利害関係者！も納得させる！
事業計画立案のポイントを大公開！
本当に自社が取組むべき
ビジネスかどうか？

事業計画書

資金の調達方法や
投資額は適正か？
金融機関は納得できるか？

どのように売上を予測するか？
本当に実現できるのか？
どうやって証明するか？

誰が責任を負うのか？
社員は納得できるものか？

事業計画書の
書式・フォームは
どんなものが良いのか？

失敗した場合はどうするか？
リスクは大きすぎないか？
研修の効果

1 事業計画書の重要性と使い方を理解する！

何のために事業計画書を作るのか？ 誰を納得させたいのか？

2 ビジネスプランの見直しと戦略性を確認する！

気が付かなかった！では遅すぎる！ 最低限押さえておきたいポイントとは？

3 最悪のリスクへの対応策を検討する！

ビジネスプランを一か八かのギャンブルにしないためには？

● 本研修は、事業計画書の書き方や考え方を学んでいただく事を目的とするものです。
● 本研修は、貴社の事業の成果、将来の利益、その他を保証するものではございません。
● 本研修に基づくお客様の決定、行為、及びその他の結果についても当社は一切の責任を負いません。

事業計画書の書き方研修
カリキュラムイメージ

研修カリキュラムの主要内容

2日間研修の例

貴社の経営理念〜戦略立案〜事業計画書の書き方まで

1 事業計画の立案について

4 プロジェクトチームと組織
について

・貴社の経営理念と戦略立案の流れ
・様々な事業展開の事例

・意思決定権限と事業の責任者は誰か？
・組織形態と意思決定スピードについて

2 売上予測とマーケティング戦略
について

・既存ビジネスとの関連
・参入障壁・許認可・その他

・指示命令系統の落とし穴とは！
？

5 計画書の構成ポイントについて
・ローリングプラン
コンティンジェンシープラン

・戦略別の売上予測方法とは？

・ビジネスプランの書き方・見せ方
注意点など

3 資金調達と財務戦略について
・資金調達と投資額の決定について
・採算計画と撤退戦略

6 ビジネスプランの検討会

・金融機関との交渉について

・貴社・中期経営計画との整合性
・想定される様々なケース！
こんな場合どうするか？ さまざまな問題提起

プ ロ グ ラ ム 設 計 は 多 様 な バ リ エ ー ション が あ りま す

起業経験もある元銀行員
ビジネスプランのスペシャリスト

（中小企業診断士）

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング

チーフインストラクター

川井 栄一

（経済産業大臣登録 中小企業診断士
宅地建物取引主任者）

同志社大学経済学部卒業後、あさひ銀行（現りそな銀行）
入行。その後、起業・独立し（株）ALECを設立、
（株）ベンチャーコンサルティング代表取締役にも就任。
クライアントの経営戦略や財務戦略等を手がける。
また自らも、ネットビジネス・不動産業・コンサルティング業
などを立ち上げた経験を持つ。
現在は三菱UFJリサーチ＆コンサルティング、
全国地方銀行協会、早稲田大学等にて
公開講座、講演会、社員研修、経営者育成塾等を担当。

TEL.０３ ６７33 １058

お気軽にお問い合わせください

コンサルティング・国際事業本部 〒１０5 ８501 東京都港区虎ノ門5丁目11番2号
オランダヒルズ森タワー
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検索

○当社は三菱UFJフィナンシャル・グループの一員としてMUFG行動規範に基づき活動しています。

kensyu@murc.jp

・社内研修のご案内 【御社の社内で行うオリジナル研修のご案内です】

三菱UFJ の財務研修
リサーチ＆コンサルティング
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何故 他社は儲かっているのか？

▲

数字から分かる経営戦略の謎
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の
見方
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比較分析

▲

中期
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