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【 講座リスト 】

👉 繰り返して受講いただけると習熟度が増します。 👉 各講座は、概ね3時間強で構成されています。
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講座 ［ 飲食業Ⅴ社の事例 ］
No.１ 飲食企業・新規出店資金の調達支援<設備資金>
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講座 ［ 飲食業Ｗ氏の事例 ］
個人事業主の二号店新規出店資金の調達
No.６
<個人事業主・設備資金調達>
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講座 ［ 広告企画業Ｃ社の事例 ］
No.２ 借換えによる資金繰りの改善支援<借換資金>
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講座 ［ ブライダル業Ｓ社の事例 ］
No.８
リスケによる資金繰りの改善支援<経営改善計画書の作成>

P.2

講座 ［ 飲食業Ｏ氏の事例 ］
No.３ 個人事業主・創業資金の調達支援<創業資金>
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講座
No.４

［ 製造業Ｋ社の事例 ］
リスケ中企業の資金調達、正常化のための借換え
資金の調達<リスケ解消と同時に新規融資の実行 >

講座
No.５

［ 食品加工業Ｍ社の事例 ］ P.3
資金調達を伴わない継続的な二階建て財務支援業務
〈資金繰り円滑化サービス〉

【 受講記録・習得度チェック 】

講座 ［ 広告企画業Ｐ社の事例 ］
急成長創業企業様に提供する継続的な二階建て財務支援
No.９
業務〈資金繰り円滑化サービス〉
P.4

［ ネット通信販売Ｎ社の事例 ］
成長する創業者様との上手なお付き合いの方法、…「資金
講座
No.10 繰り円滑化サービス」の追加受注、資金調達・財務部長機能
の様々な業務を習得いただく総合的な事例
<財務部長の役割、継続的な関与･金融機関対応･資金調達>

👉 本講座案内は、受講者様が一人一冊「Ｍｙ講座案内」としてお持ちください。

受講日をご記載の上、併せて習熟度をご確認ください。
６講座以上受講で、「銀行融資プランナー」に認定させていただきます。
所長様（責任者様）経由でご申請願います。認定書を郵送いたします。
習熟度は、右記を目安にご確認ください。Ａ以上を目標にしてください。

Ｓ
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ご質問・お問い合わせ先

一般社団法人銀行融資プランナー協会 ／ 株式会社ＧＰＣ－Ｔａｘ

〒541-0055 大阪市中央区船場中央1-4-3 船場センタービル3号館2F ☎TEL：06-6260-0022 📠FAX：06-6265-1520
【担当】事務局長 勝見 孝志 📱TEL：090-6144-8346 ✉Mail：katsumi@gpc-senba.jp
💻Mail：info@good-tax.jp

【 講座No,１ 】 飲食企業・新規出店資金の調達支援<設備資金>（飲食業Ⅴ社の事例）
・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、融資可否判断、協調融資・金融機関対応ノウハウ…
・実例、４店舗目の出店資金調達相談、１行で満額融資を受けることが難しい場合の協調融資による資金調達事例。
（融資は受けられそう、希望金額大、協調融資を実行）
講座概要

融資審査は、まず、融資の可否判断、次に融資金額の妥当性の判断、この順番で進められます。

お試し受講
対象講座！

👉 融資の可否判断（慣れれば５分でわかる）は…金融機関が最初に見るポイント！
・簡易キャッシュフロー金額を算出、役員報酬の過多・過少等を是正
＊奥様の収入を聞かれる理由は？金融機関が考える妥当な役員報酬は？
・借入れ総額の妥当性、債務償還年数を算出、１０年（７年）超は懸念大
・債務超過の有無を確認、役員からの借入金は資本へ参入、仮払金・在庫等の不良資産は減損処理、
減損の程度加減は金融機関で雲泥の差
👉 出店計画書の答えは一つです。決まっています。
・出店計画書で示す、返済後資金黒字時点の売上高の実現可能性・信憑性
・出店計画書のひな型をご提供、今後使えるエクセルもご進呈します。
・複数行から同時に調達を図る「協調融資」の進め方
・「協調融資」は二行、三つの財布から…
・税理士事務所が金融機関と直接折衝を行う、銀行同行は絶対しない
・資金調達を事務所収益に変えるために、ノウハウは無料、役務は有料

【 講座No,２ 】 借換えによる資金繰りの改善支援<借換え資金の調達>（広告企画業Ｃ社の事例）
・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、リスケジュール相談から、リスケジュールではなく借換え資金調達ノウハウ…
・実例、金融機関への返済が厳しくなってきた先からのリスケジュール相談、既存借入の一本化と返済期間の長期借換えにより、
リスケジュールを回避した事例。
（リスケ相談、直近決算赤字、足元回復、試算表をもとにリスケではなく新規の資金調達を実行）
講座概要

他行肩代わりで返済期間を延長することで、リスケジュールではなく正常化できます。
また、二期連続赤字でも、試算表基準で足元の業績が回復しておれば、資金調達は可能です。

👉 リスケジュール相談、イコールリスケジュールではありません。
・クライアント（及び候補）のニーズは、リスケジュールではなく資金繰りの改善です。
・借換えによる返済期間の延長、プラス調達、リスケジュールよりもベターです。
・試算表基準で融資を依頼する時の注意点は…
👉 財務分析をすれば、簡単に金融機関対応指針が見えます。
・当協会の『経営分析シート（その中の財務分析シート）』を徹底解説します。
・経営分析シートのひな型をご提供、今後使えるエクセルもご進呈します。
・リスケジュール、または、借換え、この境目の判断基準は…
・どのように借換えるのか、金融機関へのアクションは…
・当協会が提供するサービス『資金繰り円滑化サービス』は、継続的な資金繰りの安定化に最適なサービス
です。継続的な二階建て収益になります。
・提案書のひな型をご提供、今後使えるワードもご進呈します。

【 講座No,３ 】 個人事業主・創業資金の調達支援<創業資金>（飲食業Ｏ氏の事例）
・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、ボーダーラインの創業融資事案対応ノウハウ…
・実例、新規開業資金の調達相談、金融機関の懸念材料を払拭する案件構築と、協調融資による資金調達事例。
（創業融資要件の行間を知る、自己資金要件、事業総額予算要件に懸念大、希望金額大、協調融資を実行）
講座概要

お試し受講
対象講座！

創業融資要件の行間と運用の実態を知ってください。

👉 創業融資要件、運用の実態…
・経歴要件…公庫のひな型ではなく、Ａ４一枚にしっかり書く。
・自己資金要件…要件は９倍、２０倍出た事案もありますが、運用は２倍～３倍。
・事業総予算要件…（要件には無い）この要件が融資金額の上限を抑えています。
👉 創業計画書の答えは一つです。決まっています。
・創業計画書で示す、返済後資金黒字時点の売上高の実現可能性・信憑性
・創業計画書のひな型をご提供、今後使えるエクセルもご進呈します。
・創業時も使える複数行から同時に調達を図る「協調融資」の進め方
・「協調融資」は二行、三つの財布から…
・税理士事務所が金融機関と直接折衝を行う、銀行同行は絶対しない
・資金調達を事務所収益に変えるために、ノウハウは無料、役務は有料
・『とりあえず創業融資は不要…』この創業者様にも創業融資を
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【 講座No,４ 】

リスケ中企業の資金調達、正常化のための借換え資金の調達
<リスケ解消と同時に新規融資の実行 >（製造業Ｋ社の事例）

・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、リスケから正常化への借換え融資の受け方とプロパー融資のための銀行格付けの習得、
及び金融機関折衝ノウハウ…
・実例、リスケ先からの資金調達相談、他行肩代わりプロパー融資によるリスケ解消と同時に公庫巻き替えによる資金調達事例。
（リスケ中、リスケ解消と同時に超長期資金の調達）
講座概要

リスケ解消と同時の新規借り入れは可能です。また、プロパー融資時に必要な銀行格付けについてご理解いただきます。

👉 プロパー融資、銀行格付けについて…
・日本政策金融公庫・信用保証協会保証付きの融資とプロパー融資は、その審査基準が異なります。
・プロパー融資実行に必要な銀行格付けとは？
・信用金庫とメガバンク、その格付けの違いは？
・経営分析シート、「財務分析・銀行格付けシート」活用方法の詳細を解説します。
・経営分析シート、「財務分析・銀行格付けシート」をエクセルでご進呈します。
👉 リスケ先を正常先へ…
・リスケ中債権を超長期借換えにより正常債権へ
・併せて、公庫巻き替えによる資金調達
・リスケ解消と資金余力の確保、最善のスキームを実現できた事例です。

【 講座No,５ 】

資金調達を伴わない継続的な二階建て財務支援業務〈資金繰り円滑化サービス〉
（食品加工業Ｍ社の事例）

・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、継続的な二階建て業務のオペレーション…
・実例、借入れ困難なクライアントに提供する継続的な財務支援業務、その業務の受注、継続業務の具体的なオペレーション事例。
（財務部長の業務、借入不可能な会社様の継続支援）
講座概要

資金調達ができない時にも必要な財務部長業務。

👉 お付き合いの始まりは、「貴社は…にならないと新規の借入れはできません。」です。
・借入れは当面できない、この事実の認識を前提に、資金繰りを回すためのサポートも財務部長の業務です。
・「売上高・粗利益率・固定費と資金繰り計画シート」を活用した、受注のための営業方法は…
＊本業務の多くは前向きな資金需要の有るクライアントが対象になります。
👉 資金繰り円滑化サービスのオペレーションは…
・スタート時、年一回行う資金繰り計画書の作成方法は…
・経営分析シート、「売上高・粗利益率・固定費と資金繰り計画シート」活用方法の詳細を解説します。
・「売上高・粗利益率・固定費と資金繰り計画シート」をエクセルでご進呈します。
・毎月行う具体的な進捗管理業務、3カ月毎（契約により頻度は変わります。）のミーティング内容は…
・資金繰り表を更新する作業ではなく、資金繰りを円滑化する役務を提供しています。この本質を解説します。

【 講座No,６ 】 個人事業主の二号店新規出店資金の調達 <個人事業主・設備資金調達>（飲食業Ｗ氏の事例）
・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、個人事業主確定申告書の分析と金融機関折衝ノウハウ…
・実例、個人事業主確定申告書の財務分析方法と、金融機関が必要とする最適スペックの出店計画書の作り方、
金融機関協調融資折衝事例。（個人事業主の財務分析、融資は受けられそう、希望金額大、協調融資を実行）
講座概要

融資審査は、まず、融資の可否判断、次に融資金額の妥当性の判断、この順番で進められます。個人事業者様も同じです。

👉 融資の可否判断（慣れれば５分でわかる）は…金融機関が最初に見るポイント！
・確定申告書から可処分所得を算出、妥当な生活費を減じて簡易キャッシュフローを算出、生活費の妥当額は？
＊奥様の収入を聞かれる理由は？金融機関が考える妥当な生活費は？
・借入れ総額の妥当性、債務償還年数を算出、１０年（７年）超は懸念大
・確定申告書から債務超過の有無を確認
👉 出店計画書の答えは一つです。決まっています。
・出店計画書で示す、返済後資金黒字時点の売上高の実現可能性・信憑性
・出店計画書のひな型をご提供、今後使えるエクセルもご進呈します。
・複数行から同時に調達を図る「協調融資」の進め方
・「協調融資」は二行、三つの財布から…
・税理士事務所が金融機関と直接折衝を行う、銀行同行は絶対しない
・資金調達を事務所収益に変えるために、ノウハウは無料、役務は有料
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【 講座No,８ 】 リスケによる資金繰りの改善支援<経営改善計画書の作成>（ブライダル業Ｓ社の事例）
・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、経営改善計画書と金融機関折衝ノウハウ…
・実例、金融機関が必要とする最適スペックの経営改善計画書の作り方と、金融機関折衝事例。
（借入れ直後のリスケ要請、難航する金融機関対応、最適スペックの経営改善計画書）
講座概要

リスケジュールは原則返済額０円、経営改善計画書はスピードが勝負です。

👉 リスケジュールを金融機関が承諾するためには条件があります。
・基本条件は、返済猶予を行うことで５年以内（目安）に会社が再生すること
・上記を証明するための経営改善計画書が絶対に必要
・衡平性の原則、すべての金融機関に同一の条件で返済猶予を行うこと
＊日本政策金融公庫のみ例外があります。その例外とは…
・バンクミーティングをお勧めしない理由は…
・リスケジュールを阻害する最大の敵は、直近借入（本事例）
👉 経営改善計画書の答えは一つです。決まっています。
・５年以内に正常化、債務償還年数１０年以内、かつ、資本正を達成
・リスケジュール期間中は、自前で資金繰りを回せること
・リスケジュール依頼時の手持ち資金は、ある程度潤沢で、かつ、返済金額は極小でも認められる理由は…
・経営改善計画書のひな型をご提供、今後使えるエクセルもご進呈します。
・当協会が提供するサービス『資金繰り円滑化サービス』は、金融機関が求めるモニタリング機能に最適、
継続的な二階建てサービス受注へのシナリオは…

【 講座No,９ 】 急成長創業企業様に提供する継続的な二階建て財務支援業務〈資金繰り円滑化サービス〉
（広告企画業Ｐ社の事例）

・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、継続的な二階建て業務のオペレーション…
＊税務顧問料（月額４万円）に付加する月額４万円の二階建て業務を詳細に解説します。
・実例、成長過程の企業様に提供する継続的な財務支援業務、その業務の受注、継続業務の具体的なオペレーション事例。
（財務部長の役割、継続的な関与、金融機関対応、資金調達）
講座概要

急成長企業にこそ必要な財務部長業務の詳細。

👉 お付き合いの始まりは、「売上が維持できるかわからず、資金繰りが不安だ。」の相談からです。
・増収中の会社様を、繁盛貧乏や黒字倒産の危機に陥らせないためのサービスです。
・税務顧問に付加する二階建て業務を受注するための「向こう一年間の資金繰り計画を作成」する業務オペレーションは…
・創業時月額25,000円の税務顧問料が、１４カ月後には月額80,000円（税務顧問料４万円、二階建て業務４万円）に単価アップ、
その単価アップの流れ・タイミングは…
・「売上高・粗利益率・固定費と資金繰り計画シート」を活用した、受注のための営業方法は…
👉 資金繰り円滑化サービスのオペレーションは…
・スタート時、年一回行う資金繰り計画書の作成方法は…
・経営分析シート、「売上高・粗利益率・固定費と資金繰り計画シート」活用方法の詳細を解説します。
・経営分析シート、「売上高・粗利益率・固定費と資金繰り計画シート」をエクセルでご進呈します。
・毎月行う具体的な進捗管理業務、３カ月毎（契約により頻度は変わります。）のミーティング内容は…
・資金繰り表を更新する作業ではなく、資金繰りを円滑化する役務を提供しています。この本質を解説します。

【 講座No,10

成長する創業者様との上手なお付き合いの方法、創業融資の調達、法人なり、
】 １期目期中追加融資の調達、税務顧問に「資金繰り円滑化サービス」の追加受注、
資金調達・財務部長機能の様々な業務を習得いただく総合的な事例
<財務部長の役割、継続的な関与・金融機関対応・資金調達>（ネット通信販売Ｎ社の事例）

・ＷＥＢ講座、３時間強でわかる、税務に財務（金融機関対応）を付加する「新・税理士」業務の全容は…
・実例、個人創業から３年目、年商２億円までの成長を支える財務部長「資金繰り円滑化サービス」の様々な業務をトータルで
お伝えする事例。（財務部長の役割、継続的な関与・金融機関対応・資金調達）
講座概要

資金調達をスポットで支援することが本質ではありません。「新・税理士」は、エンドレスにクライアントを
サポートしています。クライアントとは縁が切れない関係になります。その理由をお伝えします。

👉 様々なニーズを継続して解決します。（継続しているから解決できます。）
・個人創業融資の調達
・（財務的に正しい）法人なり
・１期目期中の追加資金調達（「決算を締めてから」（金融機関）はこう言いますが…）
・資金需要旺盛な会社様の決算業務、そのポイントは…
👉 投資発生時の資金繰り計画の作成業務について
・経営分析シート、「資金繰り計画書」活用方法の詳細を解説します。
・経営分析シート（全編）の詳細を解説します。
・経営分析シート（全編）をエクセルでご進呈します。
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