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平成29年4月13日

事業再生局面における
事業性評価による金融仲介機能の発揮について
（講師：森会長）

平成28年度 中小企業再生ファンド出資先連絡会（GP連絡会）

独立行政法人 中小企業基盤整備機構

終了

平成29年4月20日

金融機関との付き合い方と眼力強化
（講師：森会長）

ＴＫＣ千葉会生涯研修

TKC千葉会

終了

平成29年4月21日
・4月22日

第3回事業性評価アドバイザー認定講座

第3回事業性評価アドバイザー認定講座

主催：日本動産鑑定
共催：知的資産活用センター

終了

平成29年5月12日

事業性評価の推進について

岩手銀行勉強会

岩手銀行

終了

平成29年5月12日

金融機関との付き合い方と眼力強化
（講師：森会長）

東京地方税理士会平塚支部研修会

東京地方税理士会

終了

平成29年5月15日
～5月19日

（第19回）動産評価アドバイザー養成認定講座

（第19回）動産評価アドバイザー養成認定講座

主催：日本動産鑑定
共催：金融財政事情研究会

終了

平成29年5月21日

法人営業力強化「ABL・動産評価コース」試験対策研修
（講師：杉浦部長）

金融財政事情研究会

武蔵野銀行
金融財政事情研究会

終了

平成29年5月29日

知財とローカルベンチマーク
（講師：森会長）

日本弁理士会ロカベンWG勉強会

日本弁理士会ロカベンWG

終了

平成29年6月3日

ABL活用による中小企業の事業再生や成長支援について
（講師：森会長）

日中金融円卓会合 （北京）

中国金融四十人論壇
野村総合研究所

終了

平成29年6月9日

「金融機関の活動合理性」と「金融機関との信頼関係構築」について
経営革新等支援機関交流会
（講師：森会長）

経営標準化機構

終了

平成29年6月9日

水産加工業向け融資研修会
（講師：杉浦部長、高柳部長）

信漁連向け研修会

農林中央金庫JFマリンバンク部
鹿児島県信用漁業組合連合会

終了

平成29年6月28日

中小企業金融の現場で起きていること
（講師：森会長）

社会イノベーション学部（特別講義）『日本経済論』

成城大学

終了

平成29年7月4日

『ベンチマーク』と『ロカベン』の実践で中小企業・地域活性化を推
進する －「中小企業経営者と金融機関の信頼関係構築」に向けて－ 「事業性評価に基づく融資・本業支援」セミナー
（講師：森会長）

大阪銀行協会

終了

平成29年7月14日

知財を切り口とした融資ー事業性評価融資の動き
（講師：森会長）

日本弁理士会

日本弁理士会

終了

平成29年7月21日

ABL推進の実務と事例（講師：杉浦部長）

岩手銀行IFO研修

岩手銀行

終了

平成29年7月26日

事業性評価の真の理解から動産・売掛債権・知的財産（知的資産）の
ABL協会解説会
活用 ～ 事業性評価の最前線（事例）

ABL協会

終了

法人営業力強化研修

研修会「金融リテラシーを高めよう！！」
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平成29年7月27日

『ベンチマーク』と『ロカベン』の実践で中小企業・地域活性化を推
進する
地元金融機関とTKC神奈川会との情報交換会
（講師：森会長）

TKC神奈川会

終了

平成29年8月1日

ABL組成に向けた研修会（講師：杉浦部長）

農林中央金庫JFマリンバンク部
静岡県信用漁業組合連合会

終了

平成29年8月4日

金融機関・商工団体等への経営資源活用（知的資産経営支援）におけ 佐賀県中小企業経営資源活用促進事業「よかとこ活用経営～
一般社団法人佐賀県中小企業診断協会
る課題や留意点、支援機関として期待すべきこと
支援機関向けセミナー」

終了

平成29年8月4日

金融機関との付き合い方と眼力強化～取引先の経営支援を最優先に考
TKC九州会福岡支部・福岡中央支部 定期総会 記念講演
える「進んでいる金融機関」の見極め方～（講師：森会長）

TKC九州会福岡支部・福岡中央支部

終了

平成29年8月10日

金融機関との付き合い方と眼力強化～『ベンチマーク』と『ロカベ
ン』の実践で中小企業・地域活性化を推進する～
（講師：森会長）

TKC熊本支部定期総会/記念講演

TKC九州会熊本支部

終了

平成29年8月25日

動産や知財の評価による企業の再生・成長支援について
（講師：森会長）

エグゼクティブ知的財産時事懇談会

日本知財学会

終了

平成29年9月1日

「中小企業支援者」と「地域経済好循環システム」について
（講師：森会長）

経営革新等支援機関交流会

経営標準化機構

終了

平成29年9月6日

金融機関とともに進める企業成長支援（講師：森会長）

中小機構九州

独立行政法人
九州本部

終了

平成29年9月19日

「ベンチマーク」と「ロカベン」の実践で中小企業・地域活性化を推
東北銀行
進する（講師：森会長）

平成29年10月2日
～10月7日

第20回動産評価アドバイザー養成認定講座

平成29年10月6日

信漁連向け研修会

金融機関向けセミナー

役員部長・主要支店長研修会

中小企業基盤整備機構

東北銀行

終了

第20回動産評価アドバイザー養成認定講座

主催：日本動産鑑定
共催：金融財政事情研究会

終了

金融機関との付き合い方と眼力強化（講師：森会長）

第34回全道経営者”共育”研究集会 in NISEKO

一般社団法人

終了

平成29年10月14日

事業性評価に基づく融資や本業支援で中小企業活性化を推進
（講師：森会長）

東京TYFG三行合同部店長セミナー

東京TYフィナンシャルグループ

終了

平成29年10月18日

事業性評価に基づく融資や本業支援で中小企業・地域活性化を推進
（講師：森会長）

役員・営業部店（所）長特別セミナー

とびうめ信用組合

終了

平成29年10月26日

続 地方創生を考える夕べ
（講師：森会長）

ＦＩＴ2017金融国際情報技術展特別セミナー

ジンテック

終了

平成29年11月2日

金融機関との付き合い方と眼力強化～TKC全国会へ期待する～
（講師：森会長）

TKC南近畿会 生涯研修

ＴＫＣ南近畿会

終了

平成29年11月10日

資産査定から事業性評価への大転換
～金融検査マニュアルからの決別と新たな再生処方箋～（講師：森会 中小企業再生支援研究会
長）

東京都中小企業診断士協会

終了

平成29年11月14日

顧客目線の地域金融（講師：森会長）

首相官邸（未来投資会議）

終了

構造改革徹底推進会合「地域経済･インフラ」会合
（中小企業・観光・スポーツ・文化等）

北海道中小企業家同友会
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平成29年11月17日
・11月18日

第4回事業性評価アドバイザー養成認定講座

第4回事業性評価アドバイザー養成認定講座

主催：日本動産鑑定
共催：知的資産活用センター

終了

平成29年11月21日

金融機関とともに進める企業成長支援
（講師：森会長）

熊本県みそ醤油工業協同組合セミナー

熊本県みそ醤油工業協同組合

終了

平成29年11月27日

事業性評価に基づく融資や本業支援で中小企業・地域活性化を推進
（講師：森会長）

ＴＫＣ伊那ブロック会（八十二銀行交流会）

ＴKＣ長野支部伊那ブロック

終了

平成29年12月1日

「金融行政方針」と「金融機関と中小企業との信頼関係構築」につい
経営革新等支援機関交流会
て
（講師：森会長）

経営標準化機構

終了

平成29年12月7日

知財金融・評価座談会
（講師：森会長）

エグゼクティブ知的財産時事懇談会

日本知財学会

終了

平成29年12月11日

商工中金のビジネスモデル
（講師：森会長）

商工中金の在り方検討会

経済産業省・中小企業庁
金融庁
財務省

終了

平成30年1月15日

事業性評価に基づく融資や本業支援で中小企業・地域活性化を推進
（講師：森会長）

ＴＫＣ九州会鹿児島支部
実践の会（職員勉強会）＋認定支援機関情報交換会

ＴＫＣ九州会鹿児島支部

終了

独立行政法人中小企業基盤整備機構・近畿
本部 中小企業大学校 関西校
共催：近畿経済産業局/後援：近畿財務局

終了

東北銀行

終了

平成30年1月17日

平成30年1月27日

平成29年度地域金融機関職員研修
地域金融機関職員のためのコンサルティング力強化策
中小企業大学校 平成29年度地域金融機関職員研修
（講師：森会長）
『ベンチマーク』と『ロカベン』の実践で中小企業・地域活性化を推
進する
役員部長・支店長研修会
（講師：森会長）

平成30年2月1日

事業性評価に基づく融資による中小企業の活性化
（講師：森会長）

平成２９年度金融部研修

東京都産業労働局金融部

終了

平成30年2月6日

事業性評価による金融仲介機能の発揮について
（講師：森会長）

東京事務所長会議

第二地方銀行協会

終了

平成30年2月19日
～2月24日

第20回動産評価アドバイザー養成認定講座

第20回動産評価アドバイザー養成認定講座

主催：日本動産鑑定
共催：金融財政事情研究会

終了

役員部長・支店渉外担当者・関連会社研修会

東北銀行

終了

平成２９年度 地域金融機関向け事業性評価研修
～ 顧客目線の地域金融 ～

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
中部本部
共催：財務省東海財務局

終了

平成30年3月3日

平成30年3月5日

顧客本位の地域金融
～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）
顧客目線の地域金融
～“ロカベン”や“ベンチマーク”も活用し成果を～
（講師：森会長）

平成30年3月6日
・3月7日

事業性評価の真の理解から知的財産・資産の活用

支店長勉強会

埼玉りそな銀行法人部

終了

平成30年3月12日

顧客目線の地域金融
～“ロカベン”や“ベンチマーク”も活用し成果を～
（講師：森会長）

平成３０年度 地域金融機関向け事業性評価研修
～ 顧客目線の地域金融 ～

独立行政法人 中小企業基盤整備機構
北陸本部
共催：一般社団法人 北陸地区信用金庫協会

終了

平成30年3月14日

中小企業金融の転換
～金融機関との共通価値の創造に向けて～
（講師：森会長）

東京商工会議所中小企業委員会

東京商工会議所

終了

久保田理事長
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顧客本位の地域金融
～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）
顧客本位の地域金融
～持続可能なビジネスモデル構築に向けて～
（講師：森会長）

金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム
地域企業の価値向上・地域活性化のためのアドバイスとファイナン 財務省中国財務局
ス
金融仲介の質の向上に向けたシンポジウム
地域企業の価値向上・地域活性化のためのアドバイスとファイナン 財務省福岡財務支局
ス

終了

終了

