
セミナー実績

開催日 主催者 タイトル
427 平成28年2月26日 庄原商工会議所 簡単にわかる！！決算書の見方
426 平成28年2月17日 気仙沼法人会 簡単にわかる決算書の見方
425 平成28年1月21日 佐久商工会議所 「ビジュアル分析」グラフを使って、変化の度合いから問題点を理解！　初心者でも簡単に決算書が読める
424 平成27年12月22日 会津若松商工会議所 一目で判断！『簡単にわかる決算書の見方』 ～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり～
423 平成27年12月1日 公益社団法人 蒲田法人会 取締役に求められる５つの数字～資金繰り強化のために必要なバランスシートの視点とは？～
422 平成27年11月20日 むつ市川内町商工会 勝ち組企業の経営に学ぶ～生き残るためのヒントは顧客の声にアリ～
421 平成27年11月19日 東通村商工会 勝ち組企業の経営に学ぶ～生き残るためのヒントは顧客の声にアリ～
420 平成27年11月17日 High Touch Society 長久保赤水と古典に学ぶ
419 平成27年11月11～13日 中小企業大学校・人吉校 企業診断のための財務分析力強化講座～経営再建を考える必須プロセス～
418 平成27年10月21日 一般社団法人茨城県経営者協会 簡単にわかる！決算書の見方・読み
417 平成27年10月16日 佐久穂町商工会 決算書から読み解く！強い中小企業の特徴とは？
416 平成27年10月7日 渥美青年経済研究会 ビジュアル分析入門
415 平成27年9月16日 八戸商工会議所 勝ち組企業の経営に学ぶ～生き残るためのヒントは顧客の声にアリ～
414 平成27年9月15日 札幌5法人会 簡単にわかる！決算書の見方・読み方～企業の健全化はバランスシートから～
413 平成27年9月10日 ちばぎん総合研究所 ～経営者に知ってほしい～資金繰り表とキャッシュフロー計算書の活用方法
412 平成26年8月26～28日 中小企業大学校・関西校 中小企業支援担当者等研修基礎研修　財務・税務入門「経営分析机上演習」
411 平成27年8月18～21日 中小企業大学校・人吉校 経営管理者養成コース【第19期】
410 平成27年8月4～6日 中小企業大学校・三条校 後継者のための計数管理力強化講座　～3日間で丸わかり！後継者に必要な計数知識～
409 平成27年7月28日 長岡商工会議所 わかりやすい財務分析セミナー　～財務諸表を読み解き、企業状況を把握する～
408 平成27年7月22日 一般社団法人日本経営協会 １日でわかる経営分析マスターコース
407 平成27年7月14～15日 熊本商工会議所 支援員研修・記帳指導業務担当者研修会　「財務三表の勘所！～財務諸表から身につける仮説の立て方～」
406 平成27年6月11日 ちばぎん総合研究所 数字が苦手な経営者でもわかる　管理会計入門
405 平成27年4月24日 長野県商工会青年部連合会 北信支部 ビジュアル分析で読む！簡単に分かる決算書の見方
404 平成27年3月18日 津商工会議所 ～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～　　ビジュアル分析で読む！簡単に分かる決算書の見方
403 平成27年3月2日 草津商工会議所 勝ち組企業の経営に学ぶ ～生き残るためのヒントは顧客の声にアリ！～

平成27年3月6日 彦根商工会議所 ②「資金繰り表活用＆金融機関と上手にお付き合いする方法」～財務体質強化で安定した資金繰りの実現を～
平成27年2月27日 彦根商工会議所 ①「決算書を読んで企業の健康状態をチェック」～貸借対照表の分析力をアップして財務体質強化！～

401 平成27年2月24日 川越商工会議所 消費税率引き上げを機に、経営体質強化を目指す
400 平成27年2月17日 気仙沼法人会 一目でわかる!! 決算書の見方
399 平成27年2月4日 鎌ケ谷市商工会 消費税率引き上げを機に、経営体質強化を目指す
398 平成27年2月3日 栃木法人会 小山地区会 税務と “簡単にわかる決算書の見方”～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にアリ！～
397 平成27年1月29日 天童商工会議所 資金繰り強化セミナー　～自社の決算書を把握して万全な資金繰り～
396 平成27年1月27日 牛久市商工会 勝ち組企業の経営に学ぶ～生き残るためのヒントは顧客の声にアリ～
395 平成27年1月26日 相模原商工会議所 ～資金繰り強化のヒントはBSにあり！～ 一目でわかる!!決算書の見方
394 平成27年1月23日 長柄町商工会 消費税率引き上げを機に、経営体質強化を目指す
393 平成27年1月21日 大竹商工会議所 決算書早わかり法
392 平成27年1月20日 庄原商工会議所 ～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～ビジュアル分析で読む！簡単に分かる決算書の見方
391 平成26年12月15日 焼津商工会議所 簡単にわかる決算書の読み方～資金繰り強化のポイントはバランスシートにあり！～
390 平成26年12月12日 草加商工会議所 『事業再構築』で増税をチャンスに変える
389 平成26年12月9日 大分商工会議所 勝ち組企業の経営に学ぶ～生き残るためのヒントは顧客の声にアリ！～
388 平成26年12月4日 静岡商工会連合会 資金繰り表の作成について
387 平成26年12月3日 経済産業省 平成26年度係員研修〔一般職2年目研修〕「企業財務分析（財務諸表の読み方）」
386 平成26年12月1日 阿波銀行 会計のわかる営業マン育成セミナー
385 平成26年11月28日 新津商工会議所 消費税率引き上げを機に、経営体質の強化を目指す
384 平成26年11月27日 青梅商工会議所 バランスシートが読めなきゃ、会社はつぶれる
383 平成26年11月26日 青森商工会議所 ビジュアル分析で簡単にわかる決算書の見方・読み方（補助員研修）
382 平成26年11月25日 千葉商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
381 平成26年11月21日 尾張旭市商工会 決算書から読み解く!強い中小企業の特徴とは??
380 平成26年11月20日 茨城県経営者協会 簡単にわかる！決算書の見方・読み方
379 平成26年11月19日 足利商工会議所 消費税引き上げを機に、資金繰り強化・健全経営を目指す
378 平成26年11月18日 蒲郡商工会議所 危ない取引先を決算書から簡単に見抜く実践テクニック
377 平成26年11月12～14日 中小企業大学校・人吉校 企業診断のための財務分析力強化講座～経営再建を考える必須プロセス～
376 平成26年11月11日 熊本県立球磨商業高等学校 ビジュアル分析で危ない企業を見破る！

375 平成26年11月5～6日 新潟商工会議所 「企業防衛コース」午後の部　指導員研修
374 平成26年10月28日 印南町商工会 「事業再構築」で増税をチャンスに変える
373 平成26年10月23日 山鹿商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
372 平成26年10月23日 荒尾商工会議所 経営者の考えが変われば、事業も生まれ変わる！～消費税増税をチャンスに変える経営戦略～
371 平成26年10月22日 人吉商工会議所 経営者の考えが変われば、事業も生まれ変わる！～消費税増税をチャンスに変える経営戦略～
370 平成26年10月20日 島原法人会 最速“ビジュアル分析”で企業の健康状態をチェック！～一目で判断！決算書から見えてくる企業のバランス～

369 平成26年10月9日 ちばぎん総合研究所 ～経営者に知ってほしい～資金繰り表とキャッシュフロー計算書の活用方法
368 平成26年9月29日 郡山商工会議所 消費税引き上げを機に、資金繰り強化・健全経営を目指す
367 平成26年9月24日 八王子商工会議所  簡単にわかる決算書の見方
366 平成26年9月19日 大豊町商工会 ビジュアル分析で読む！簡単にわかる決算書の見方セミナー
365 平成26年9月18日 商工中金経済研究所 ビジュアル分析で簡単にわかる決算書の見方・読み方
364 平成26年9月17日 経済産業省 係長研修「企業財務分析（事例編）」
363 平成26年9月16日 札幌5法人会 簡単にわかる決算書の見方・読み方～資金繰り強化のヒントはBSにあり～
362 平成26年9月12日 青森商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
361 平成26年9月4日 伊丹商工会議所 難しい知識がなくても出来る！資金繰り表の作り方と使い方

平成26年9月9～11日 中小企業大学校・関西校 中小企業支援担当者等研修基礎研修　財務・税務入門「経営分析机上演習」
平成26年9月1～3日 中小企業大学校・関西校 中小企業支援担当者等研修基礎研修　財務・税務入門「企業会計・決算書の基礎知識」

359 平成26年8月27日 一般社団法人日本経営協会 1日でわかる経営分析マスター
358 平成26年8月19～22日 中小企業大学校・人吉校 第18期経営管理者養成コース
357 平成26年8月７～8日 中小企業大学校・三条校 後継者のための計数管理力強化講座
356 平成26年7月30日 経済産業省 平成26年度係員研修〔一般職2年目研修〕「企業財務分析（財務諸表の読み方）」
355 平成26年7月22日 高松商工会議所・商工会連合会 『決算書から見る！あぶない企業の見分け方』～最速ビジュアル分析で、企業の健康状態が見えてくる～

354 平成26年7月2～3日 経済産業省 経産省調査統計グループ「財務諸表研修」
353 平成26年6月26日 湖北町商工会 新リーダーへ！「これが会社の数字の読み方です」
352 平成26年6月23日 長岡商工会議所 ～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～一目でわかる！！決算書の見方
351 平成26年6月17日 米原市商工会 「事業再構築」で増税をチャンスに変える
350 平成26年6月17日 甲賀市商工会 勝ち組企業の経営に学ぶ～生き残るためのヒントは顧客の声にアリ！～
349 平成26年6月11日 経済産業省 商品先物取引法研修「簿記と企業会計の基礎知識」
348 平成26年6月6日 ちばぎん総合研究所 数字が苦手な経営者でもわかる「管理会計入門」
347 平成26年4月23日 公益社団法人 蒲田法人会 負けない経営者を目指す!!
346 平成26年4月10日 ナレッジマネジメントジャパン 粉飾決算の見抜く方法
345 平成26年3月25日 城陽商工会議所 消費税増税をチャンスに変える！
344 平成26年3月18日 弘前商工会議所 金融機関と上手に付き合う経営者とは？
343 平成26年3月17日 八王子商工会議所 簡単にわかる決算書の見方～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にアリ！～
342 平成26年3月14日 ちばぎん総合研究所 ～経営者に知ってほしい～資金繰り表とキャッシュフロー計算書の活用方法
341 平成26年3月7日 高松商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
340 平成26年3月6日 米子法人会 ～消費税増税直前対策セミナー～消費税増税をチャンスに変える！
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セミナー実績

開催日 主催者 タイトル
339 平成26年3月5日 朝日中小企業経営情報センター 経営者のための　財務管理 基本講座
338 平成26年3月4日 金沢商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
337 平成26年3月3日 白河商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
336 平成26年2月27日 蒲郡商工会議所 一目で判断！初心者でも簡単に理解できる!!決算書の読み方・活用の仕方セミナー 
335 平成26年2月26日 南あわじ市商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
334 平成26年2月25日 姫路商工会議所 自店の状況が一目でわかる！財務省表の見方を学ぶ経営力強化セミナー　②ビジュアル分析
333 平成26年2月21日 野木町商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
332 平成26年2月19日 南房総市内房商工会 事業再構築に向けた事業・資金計画～消費税増税をチャンスに変える～
331 平成26年2月18日 姫路商工会議所 自店の状況が一目でわかる！財務省表の見方を学ぶ経営力強化セミナー　①PL・BS
330 平成26年2月17日 成田商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
329 平成26年2月13日 青森商工会議所 金融機関と上手に付き合う経営者とは？
328 平成26年2月12日 大多喜町商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す！　～直前の今からでもできること～
327 平成26年2月6日 長井商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
326 平成26年2月5日 大河原町商工会 消費税引き上げをチャンスに変える！～経営体質強化を目指す～
325 平成26年2月4日 北茨城市商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
324 平成26年2月3日 蔵王町商工会 消費税引き上げをチャンスに変える！～経営体質強化を目指す～
323 平成26年1月30日 姫路商工会議所 消費税増税をチャンスに変える!!　消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す!!
322 平成26年1月29日 藤岡商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
321 平成26年1月28日 牛久市商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
320 平成26年1月24日 東浦町商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
319 平成26年1月23日 八千代町商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
318 平成26年1月21日 茂木町商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
317 平成26年1月17日 久万高原町商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
316 平成26年1月16日 松野町商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
315 平成25年12月25日 千葉商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
314 平成25年12月20日 千葉西法人会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
313 平成25年12月19日 行方市商工会 消費税引き上げをチャンスに変える！～経営体質強化を目指す～
312 平成25年12月18日 吉田三間商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
311 平成25年12月17日 大山町商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
310 平成25年12月16日 益田商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
309 平成25年12月13日 高岡法人会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
308 平成25年12月12日 飯田商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
307 平成25年12月11日 大子町商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
306 平成25年12月10日 益子町商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
305 平成25年12月10日 守谷市商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
304 平成25年12月9日 富山法人会 消費税増税をチャンスに変える後継者のための財務
303 平成25年12月6日 南部町商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
302 平成25年11月28日 長浜商工会議所  誰でもわかりやすく、眠くならない！「ビジュアル分析」で取引先を見極める

平成25年12月3～5日 中小企業支援担当者研修基礎研修 財務・税務入門「経営分析机上演習」
平成25年11月25～27日 中小企業支援担当者研修基礎研修 財務・税務入門「企業会計・決算書の基礎知識」

300 平成25年11月22日 琴浦町商工会 消費税率引き上げを機に経営体質強化を目指す
299 平成25年11月21日 邑南町商工会本所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
298 平成25年11月21日 邑南町商工会みずほ支所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
297 平成25年11月19日 佐々町商工会 消費税引き上げを機に経営体質の強化を目指す
296 平成25年11月18日 さつま町商工会 ビジュアル分析による決算書の読み方
295 平成25年11月15日 館山商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
294 平成25年11月14日 蒲郡商工会議所 シンプル資金繰り表を作成し、消費税率アップに備える　!!
293 平成25年11月13日 坂東市商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
292 平成25年11月12日 筑西市商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
291 平成25年11月11日 鉾田商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
290 平成25年11月8日 常陸太田市商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
289 平成25年11月8日 阿見町商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
288 平成25年11月7日 天童商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
287 平成25年11月6日 木更津商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
286 平成25年11月5日 さいたま商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
285 平成25年11月1日 飛島村商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
284 平成25年10月30日 清話会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
283 平成25年10月29日 内原商工会 消費税引き上げをチャンスに変える！～経営体質強化を目指す～
282 平成25年10月29日 いわき商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
281 平成25年10月28日 蕨商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
280 平成25年10月24日 室蘭法人会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
279 平成25年10月23日 新潟商工会議所 「事業再構築に向けた事業・資金計画」～消費税増税をチャンスに変える～
278 平成25年10月22日 花巻商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
277 平成25年10月18日 若桜町商工会 消費税引き上げをチャンスに変える！～経営体質強化を目指す～
276 平成25年10月17日 智頭町商工会 消費税引き上げをチャンスに変える！～経営体質強化を目指す～
275 平成25年10月16日 ちばぎん総合研究所  ～経営者に知ってほしい～資金繰り表とキャッシュフロー計算書の活用方法
274 平成25年10月15日 四日市商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す！
273 平成25年10月11日 島原法人会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す！
272 平成25年10月10日 垂水市商工会 売上げをあげる手段としての決算書の使い方～決算書が読めたら売上げ増えちゃった！～
271 平成25年10月9日 屋久島町商工会安房支所 簡単にわかる決算書の読み方～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり～
270 平成25年10月4日 北栄町商工会 消費税引き上げをチャンスに！～今から準備を～
269 平成25年10月2日 小樽商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
268 平成25年9月27日 東金商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
267 平成25年9月26日 八千代商工会議所 消費税率改正を機に、経営体質強化を目指す
266 平成25年9月25日 鳥取市南商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
265 平成25年9月24日 八頭町商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
264 平成25年9月20日 水戸市常澄商工会 消費税引き上げをチャンスに変える！～経営体質強化を目指す～
263 平成25年9月19日 北上信用金庫 バランスシートが読めなければ会社は潰れる！
262 平成25年9月18日 真岡商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
261 平成25年9月17日 高砂商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
260 平成25年9月13日 西予市商工会 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
259 平成25年9月12日 豊岡商工会議所 消費税引き上げを機に、経営体質強化を目指す
258 平成25年9月11日 鳥取市西商工会 消費税引き上げをチャンスに！　　　　　　　　　　　　～今から準備を～
257 平成25年9月10日 岩美町商工会 消費税引き上げをチャンスに変える！～経営体質強化を目指す～
256 平成25年9月6日 川崎西法人会 簡単にわかる決算書の見方～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にアリ！～
255 平成25年9月5日 荒川法人会  簡単にわかる！キャッシュフローとバランストの勘所 
254 平成25年9月4日 東根市商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
253 平成25年9月3日 一般社団法人日本経営協会 1日でわかる経営分析マスター
252 平成25年9月2日 七ヶ宿町商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
251 平成25年8月28日 鶴岡商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す

301 中小企業大学校・関西校
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セミナー実績

開催日 主催者 タイトル
250 平成25年8月26日 鹿島商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
249 平成25年8月20日～23日 中小企業大学校・人吉校 第17期経営管理者養成コース
248 平成25年8月7日 宇都宮商工会議所 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
247 平成25年8月5日 経済産業省 平成25年度係員研修〔Ⅱ種２年目〕「企業財務分析」
246 平成25年8月2日 阿波銀行 キャッシュフローとバランスシートの勘所
245 平成25年7月30日 古座川町商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
244 平成25年7月26日 ＪＡ宮崎 ビジュアル分析
243 平成25年7月24日 草津町商工会 消費税引き上げを機に経営体質強化を目指す
242 平成25年7月18日 滋賀県商工会議所連合会 金融支援のツボとコツについて（指導員研修）
241 平成25年7月10日 佐世保商工会議所 簡単にわかる決算書の見方・読み方
240 平成25年6月20日 東大和市商工会 簡単にわかる!!世界最速“ビジュアル分析”で企業の健康状態をチェック！～一目で判断！決算書から見えてくる企業のバランス～

239 平成25年6月12日 経済産業省 商品先物取引法研修「簿記と企業会計の基礎知識」

237 平成25年4月10日 一般社団法人日本経営協会 新入社員・職員のための“会社の数字”の読み方・活かし方』～財務の基本から計数感覚を磨く～
236 平成25年2月27日 三原商工会議所  簡単にわかる決算書の見方・読み方～企業の健全化はバランスシートから～
235 平成25年2月21日 気仙沼法人会 簡単にわかる「決算書の見方・読み方」
234 平成25年2月19日 草津商工会議所  決算書から見える企業の経営バランス～金融円滑化法終了に伴う金融機関の動き～
233 平成25年2月14日 日向商工会議所  ～金融円滑化法終了に伴う金融機関の動き～決算書から見える企業の経営バランス
232 平成25年2月13日 ちばぎん総合研究所 財務体質強化で不透明な時代を乗り切る
231 平成25年1月23日 玉名商工会議所 危険なサインが一目瞭然！ひと目で判る 企業の健康診断ツール  ビジュアル分析で病気の元を早期発見！
230 平成25年1月21日 中小企業大学校・人吉校 中小企業支援担当者等研修「商業診断基礎」
229 平成24年12月11日 丹波市商工会 自社の決算書を簡単に読み取り、次年度に活用する方法
228 平成24年12月7日 財団法人やまぐち産業振興財団 キャッシュフロー計算書の見方・作り方
227 平成24年12月5日 宮崎商工会議所 決算書から見える企業の経営バランス
226 平成24年11月29日、12月6日 経済産業省 「財務諸表の構造、しくみ」
225 平成24年11月21日～22日 中小企業大学校・関西校 企業再生支援のための財務分析能力の向上
224 平成24年11月20日 伊丹商工会議所 ビジュアルでわかる財務諸表の読み方～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にアリ！～

平成24年11月19日 財務管理シリーズ第1回　「決算書分析（自社）」
平成24年11月26日 財務管理シリーズ第2回　「決算書分析（他社）」

222 平成24年11月16日 成田商工会議所 -健全な借入と資金繰りの勘どころ-資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！
221 平成24年11月15日 茨城県経営者協会 簡単にわかる！決算書の見方・読み方
220 平成24年11月12日～14日 経済産業省 2年目職員研修「企業財務分析」
219 平成24年10月17日 社団法人小矢部青年会議所 バランスシートが読めなければ会社は潰れる！～資金繰り強化は貸借対照表にあり～
218 平成24年10月16日 ちばぎん総合研究所 ～経営者に知ってほしい～資金繰り表とキャッシュフロー計算書の活用方法
217 平成24年10月11日～12日 北見商工会議所 中小企業のための“ＣＦＯ”養成講座
216 平成24年9月27日 島原法人会 決算書から見えてくる企業のバランス～最速ビジュアル分析で企業の健康状態をチェック！～
215 平成24年9月3日～5日、11日～13日 中小企業大学校・関西校 中小企業支援担当者等　基礎研修財務・税務入門
214 平成24年8月21日～24日 中小企業大学校・人吉校 第16期経営管理者養成コース「企業会計の基礎」「キャッシュフロー分析」「自社の財務分析」
213 平成24年8月27日 大牟田法人会 健全な借入と資金繰りの勘どころ～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にアリ！～
212 平成24年8月29日 武雄法人会 健全な借入れと資金繰りの勘どころ
211 平成24年8月30日 屋久島町商工会 簡単にわかる決算書の見方～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～
210 平成24年8月7日～8日 経済産業省 企業財務分析～2日間で決算書から企業の姿を読み取る『勘所』を学ぶ～
209 平成24年8月6日 蒲田法人会 取締役に求められる５つの数字
208 平成24年7月24日 蒲郡商工会議所 ビジュアル分析で読む！簡単に分かる決算書の見方
207 平成24年7月18日 川崎南法人会 簡単に分かる！キャッシュフローとバランスシートの勘所
206 平成24年6月19日 神戸商工会議所 ビジュアル分析から見る、粉飾の実態と再生
205 平成24年5月15日 ちばぎん総合研究所 簡単に分かる！決算書の読み方

平成24年3月2日 第１回 基礎編「感単にわかる決算書の見方・読み方」
平成24年3月9日 第２回 活用・演習編「財務を分析し経営戦略を考える」

203 平成24年2月15日 伊勢崎商工会議所 金融機関は見ている　キャッシュフロー経営強化はバランスシートから～資金繰りが苦しくなる５つの理由～
202 平成24年1月26日 東彼商工会 簡単にわかる決算書の見方  ～資金繰り強化のヒントはBSにあり！！
201 平成24年1月25日 佐世保商工会議所 簡単にわかる決算書の見方  ～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にアリ！
200 平成24年1月24日 長崎商工会議所 金融機関と上手に付き合う経営者とは？ 
199 平成23年12月13日 佐用町商工会  負けない経営者を目指す～資金繰りが苦しくなる前に知っておくべきこと～
198 平成23年12月12日 姫路商工会議所  負けない経営者を目指す～資金繰りが苦しくなる前に知っておくべきこと～
197 平成23年12月9日 財団法人やまぐち産業振興財団 財務分析研修「ビジュアル財務分析入門」
196 平成23年12月6日 愛媛県商工連合会 簡単にわかる！決算書の読み方　　～資金繰り強化のポイントはバランスシートにあり！～
195 平成23年12月1、5日 経済産業省 財務諸表研修　「財務諸表の構造、しくみ」「勘定項目について　～調査票の項目を理解する～」
194 平成23年11月21日 北見商工会議所 一目で判断！決算書から見えてくる企業のバランス～最速ビジュアル分析で企業の健康状態をチェック～
193 平成23年11月17日 県北生涯学習センター 県北の歴史と文化探訪。古典から紐解く 儒学者「長久保赤水」
192 平成23年11月11日 木更津法人会  簡単にわかる決算書の見方・読み方～企業の健全化はバランスシートから～
191 平成23年11月9～10日 経済産業省 2年目職員研修 企業財務分析～2日間で決算書から企業の姿を読み取る『勘所』を学ぶ～
190 平成23年11月8日 八王子商工会議所  簡単にわかる！キャッシュフローとバランスシートの勘所
189 平成23年10月21日 垂水市商工会 後継者のための財務～後継者による自己分析（ビジュアル分析入門編）～
188 平成23年10月21日 肝付町商工会  負けない経営者を目指す～資金繰りが苦しくなる前に知っておくべきこと～
187 平成23年10月12日 横浜商工会議所 売り上げをあげる手段としての決算書の使い方
186 平成23年9月21～22日 中小企業大学校・関西校 企業再生支援のための財務分析能力の向上
185 平成23年9月15日 南さつま市商工会  負けない経営者を目指す～資金繰りが苦しくなる前に知っておくべきこと～
184 平成23年9月13～14日、10月19～20日 中小企業大学校・人吉校 第15期経営管理者養成コース「企業会計の基礎」「キャッシュフロー分析」「自社の財務分析」
183 平成23年9月7日 ちばぎん総合研究所 簡単に分かる！決算書の読み方
182 平成23年9月6日 蒲田法人会 簡単に分かるキャッシュフローとバランスシートの勘所～ビジュアル分析に見る黒字倒産の原因とは～
181 平成23年8月23～24日 経済産業省 企業財務分析～2日間で決算書から企業の姿を読み取る『勘所』を学ぶ～
180 平成23年8月9日 神戸商工会議所 自分の会社を守り抜く「キャッシュフロー感覚」の磨き方
179 平成23年8月2～3日 経済産業省 企業財務分析～2日間で決算書から企業の姿を読み取る『勘所』を学ぶ～
178 平成23年7月27日 札幌5法人会  「簡単に解る！決算書の読み方」～資金繰り強化のヒントはBSにあり～
177 平成23年7月15日 日本経営合理化協会 取締役の決算書
176 平成23年7月14日 大竹商工会議所 簡単にわかる決算書の読み方～資金繰り強化のポイントはバランスシートにあり！～
175 平成23年7月13日 神戸商工会議所 自分の会社を守り抜く「キャッシュフロー感覚」の磨き方
174 平成23年7月12日、8月9日 姫路一八会  資金繰りのヒントはＢＳにあり！ ～バランスシートが読めなきゃ、会社はつぶれる～
173 平成23年6月28～30日、7月5日～7日 中小企業大学校・関西校 中小企業支援担当者等　基礎研修財務・税務入門
172 平成23年5月24～25日 中小企業大学校・関西校 財務管理シリーズ①経営管理のための財務の勘所～数字が読める！活きる！決算書の｢勘所｣とは～
171 平成23年5月17日 甲府信用金庫 簡単にわかる！決算書の見方・読み方～企業の健全化はバランスシートから～

170 平成23年3月29日
多摩４法人会（立川法人会・東村山法人
会・町田法人会・武蔵府中法人会）  「決算書」まるわかり講座

169 平成23年2月25日 札幌西法人会 簡単にわかる決算書の読み方
168 平成23年2月23日 姫路商工会議所 簡単にわかる決算書の見方セミナー～資金繰り強化のヒントは決算書にあり！！
167 平成23年2月3日 山梨中央銀行 最強の営業部隊構築法～決算書が読めたら売上増えちゃった～
166 平成23年1月20日 さいたま商工会議所 決算書を知り、顧客を知る 
165 平成22年12月8日 上田商工会議所 破綻企業から学ぶ経営戦略 「勝ち組・負け組・倒産組 」 
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彦根商工会議所

西都商工会議所・西都市三財商
工会・西米良村商工会

平成25年5月28日

太田市新田商工会

一目で判断！決算書から見えてくる企業のバランス238
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セミナー実績

開催日 主催者 タイトル
164 平成22年12月3日 大町商工会議所 簡単にわかる決算書の見方・読み方　～企業の健全化はバランスシートから～
163 平成22年11月19日 茨城県経営者協会 簡単にわかる！決算書の見方・読み方

162 平成22年11月11日
ひょうご中小企業応援セン
ター（公益財団法人ひょうご
産業活性化センター）

危機回避のための企業防衛対策セミナー　 ビジュアル分析で学ぶバランスシートの勘所

161 平成22年10月28日 財団法人やまぐち産業振興財団 財務分析研修  バランスシートから資金繰り強化のヒントを学ぶ
160 平成22年10月25日 八王子商工会議所 破綻企業の財務諸表から学ぶ経営戦略「勝ち組・負け組・倒産組 」 
159 平成22年10月21日 坂出商工会議所 売上をあげる手段としての決算書の使い方　決算書が読めたら売上げ増えちゃった！
158 平成22年10月20日 社団法人室蘭地方法人会 簡単にわかる決算書の見方・読み方～企業の健全化はバランスシートにあり！～
157 平成22年9月16日 柳井商工会議所 資金繰り強化のポイント ～簡単にわかる決算書の読み方～
156 平成22年8月4、25日 熊本商工会議所 経営指導員のための財務分析
155 平成22年8月3日 社団法人 蒲田法人会 倒産企業に学ぶ危険な資金繰りとは？～ビジュアル分析でつかむバランスシートの勘所～

154 平成22年7月27日
札幌西法人会・札幌東法人会・札幌南
法人会・札幌北法人会・札幌中法人会 簡単にわかる決算書の読み方

153 平成22年7月22～23日 経済産業省 職員研修 入門・財務諸表の見方　－２日間で決算書から企業の姿を読み取る『勘所』を学ぶ
152 平成22年6月29～7月1日、7月6～8日 中小企業大学校・関西校 中小企業支援担当者等基礎研修財務・税務入門
151 平成22年6月4日 独）中小企業基盤整備機構 近畿支部 経営支援に活かす実践的財務分析の進め方
150 平成22年5月13日 浜松信用金庫 3分間でバランスシートが読める！
149 平成22年年5月11～12日 中小企業大学校・関西校 財務シリーズ①財務入門研修～数字が読める！活きる！決算書の｢勘所｣とは～
148 平成22年3月16日 駒ヶ根商工会議所 簡単にわかる決算書の見方・読み方～企業の健全化はバランスシートから～
147 平成22年2月23日 八王子商工会議所  簡単にわかる決算書の見方・読み方～企業の健全化はバランスシートから～
146 平成22年2月16日 川口法人会 経営者・幹部のための決算書早わかり法 
145 平成22年2月4日 山梨中央銀行 会社を強くし、取引先を見極める　直感的！バランスシート理解法
144 平成22年1月28日 神戸商工会議所 ～資金繰りが苦しくなる5つの理由～　キャッシュフロー経営で厳しい環境を生き抜く
143 平成22年1月20日 黒部商工会議所 ビジュアル分析で弱点を知る！決算書の活かし方！
142 平成22年1月14日 中小企業大学校・関西校  会計アドバンスコース　～シンプルな切り口で決算書を「読む」！～
141 平成21年11月13日 西脇商工会議所 ビジュアル分析で決算書が簡単に読める！！　　～資金繰り強化のポイントはバランスシートにあり！～
140 平成21年11月11日 太田商工会議所  『 ビジュアル分析で決算書を読む 』ケーススタディーで学ぶ経営者の財務！
139 平成21年11月5日 蒲田法人会 危ない会社を決算書から見抜く
138 平成21年9月16日 気仙沼法人会 簡単にわかる決算書の読み方
137 平成21年9月9日 弘前法人会 簡単にわかる決算書の読み方
136 平成21年8月28日 日本経営合理化協会 「数字で決断を下す力をつける！取締役の必須実務」
135 平成21年8月10日 名古屋商工会議所 平成21年度経営指導員等応用研修会　特別コース「決算書と資金繰りの関係、資金繰り強化のヒントとは？　～財務体質強化のために

134 平成21年8月5日 神戸商工会議所 平成21年度経営指導員等研修会　特別・専門コース⑫　ビジュアル分析を用いたリスクの早期診断
133 平成21年7月9日 中小企業大学校・関西校 会計アドバンスコース 経営を強化する決算書の「読み方」と活用法
132 平成21年7月7日 清話会 「危ない取引先は決算書から簡単に見抜ける！」 ―不渡り、貸し倒れを出さないための実践テクニックとは
131 平成2１年6月23～25、30～7月2日 中小企業大学校・関西校 中小企業支援担当者等基礎研修財務・税務入門
130 平成21年6月16日 日経ベンチャー経営者クラブ バランスシートを読み解きキャッシュフロー経営で金融危機を生き抜く
129 平成21年6月11日 ナレッジマネジメントジャパン 危ない会社を見抜くビジュアル分析
128 平成21年6月5日 中小企業大学校・関西校 支援現場で役立つ 実践的な財務分析手法と考え方（中小企業診断士更新資格研修：理論1単位）
127 平成21年5月21日 芝信用金庫 資金繰り強化は健全な借入から
126 平成21年5月11～12日 中小企業大学校・関西校 財務シリーズ（1） 財務入門研修　①決算書でこれだけ見える企業の姿　②事例で鍛える！決算書を眺める「勘所」
125 平成21年3月9日 成田商工会議所 -金融機関は見ている-資金繰りのヒントはＢＳにアリ!バランスシートが読めなきゃ,会社はつぶれる
124 平成21年3月5日 静岡法人会 資金繰りに活かす決算書の読み方
123 平成21年2月6日 常陽銀行 危ない取引先を決算書から簡単に見抜くテクニック
122 平成21年2月4日 山梨中央銀行 会社を強くし、取引先を見極める直感的！バランスシート理解法
121 平成21年1月24日 アークブレイン ビジネスマンのための会計スキル～知識「ゼロ」から学ぶ損益計算書の見方～
120 平成21年1月15日 中小企業大学校・関西校 会計アドバンスコース～シンプルな切り口で決算書を「読む」！～
119 平成20年12月9～11、16～18日 中小企業大学校・関西校 中小企業支援担当者等基礎研修財務・税務入門
118 平成20年11月29日 所沢商工会議所 創業に必要な資金繰り・決算書の早分かり講座
117 平成20年11月20日 富山商工会議所 指導員 危ない会社を簡単に見抜く！決算書早分かり法
116 平成20年11月19日 茨城県経営者協会 財務体質強化のためのバランスシートの捉え方
115 平成20年11月18日 秦野商工会議所 製造業における決算書の見方
114 平成20年11月13日 福井商工会議所 ビジュアル分析で弱点を知る!財務体質強化のポイントはﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄにあり!!
113 平成20年11月11日 新発田商工会議所 -金融機関は見ている-資金繰りのヒントはＢＳにアリ!バランスシートが読めなきゃ,会社はつぶれる
112 平成20年11月6日 さいたま商工会議所 ビジュアル分析でわかる！～決算書早わかり法
111 平成20年10月16日 京葉銀行 直感的に理解！バランスシートの読み方―資金繰り改善・取引先管理のヒント―
110 平成20年10月7日 見附商工会 後継者にとっての財務～後継者による自社分析（ビジュアル分析入門編）～
109 平成20年7月8日 中小企業大学校・関西校 会計アドバンスコース～シンプルな切り口で決算書を「読む」！～
108 平成20年6月27日 日経BP 営業が使う決算書簡単理解と高度活用
107 平成20年3月4日 新社会システム総合研究所 現場で即実践！すぐ分かる決算書の見方と危ない取引先「ビジュアル分析演習」
106 平成20年2月27日 青梅商工会議所 健全な借入と資金繰りの勘どころ～資金繰り強化のヒントはバランスシートにあり！～
105 平成20年2月19日 中津川商工会議所 決算書の読み方キャッシュフロー感覚と決算書から見た危ない企業の見分け方
104 平成20年2月7日 山梨中央銀行 会社を強くし、取引先を見極める直感的！バランスシート理解法
103 平成20年2月5日 常陽銀行 危ない取引先を決算書から簡単に見抜くテクニック
102 平成20年1月29日 福井商工会議所 ビジュアル分析で決算書を読む
101 平成20年1月23日 ナレッジマネジメントジャパン 財務分析講座～危ない取引先を見抜く
100 平成19年12月21日 日経BP ビジュアル分析を使って、バランスシートを直感的に理解する方法
99 平成19年11月22日 境町商工会 会計を知らずして意思決定はできない～キャッシュは会社の血液～
98 平成19年11月21日 宇治商工会議所 金融機関は見ているキャッシュフロー経営強化はバランスシートから～資金繰りが苦しくなる５つの理由～

97 平成19年11月17日 所沢商工会議所 創業に必要な資金繰り・決算書の早分かり講座
96 平成19年11月16日 茨城県経営者協会 財務体質強化のためのバランスシートの捉え方
95 平成19年11月14日 京葉銀行 ―資金繰り改善・取引先管理のヒント―社長のためのバランスシートの読み方
94 平成19年10月30日 大門商工会 決算書の早わかり法
93 平成19年10月18日 名古屋中村法人会 決算書が3分で読めるようになる方法
92 平成19年10月15～17日 新潟商工会議所 経営指導員研修会（事例研究コース）ビジュアル分析（入門編／応用編）
91 平成19年10月5日 砺波商工会議所 簡単にわかる決算書の見方
90 平成19年9月27日 常総市石下商工会 危ない取引先を決算書から見抜く実践テクニック
89 平成19年9月26日 千葉商工会議所 決算書が３分で読めるようになる方法
88 平成19年9月20日 三島法人会 決算書が3分で読めるようになる方法
87 平成19年9月13日 常総市石下商工会 バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる
86 平成19年9月10日 秋田南法人会 危ない取引先を決算書から簡単に見抜く実践テクニック！
85 平成19年9月3～4日 中小企業大学校 関西校 中小企業支援担当者等基礎研修財務・税務入門
84 平成19年8月22日 SMBCコンサルティング たった７つのグラフだけで資金繰りがスラスラわかる！数字が苦手でも簡単にわかる指標を使わない財務分析数字アレルギーを克服する決算書ビジュアル分析

83 平成19年7月20日 宮城県商工会連合会 簡単にわかる決算書の読み方～資金繰り強化のヒントはBSにあり！～
82 平成19年6月20日 上尾商工会議所青年部 これを知らなきゃ損をする！決算書の読み方、使い方
81 平成19年6月13日 川口商工会議所 実践！簡単にわかる決算書の読み方
80 平成19年6月8日 大沢野細入商工会 決算書でわかる資金繰りが苦しくなる5つの理由
79 平成19年3月20日 福井県商工会連合会 決算書早わかり法ビジュアル分析の秘密
78 平成19年3月9日 大牟田商工会議所 バランスシートが読めなきゃ、会社は潰れる！
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セミナー実績

開催日 主催者 タイトル
77 平成19年3月7日 静岡法人会 決算書が3分で読めるようになる方法
76 平成19年3月5日 武蔵村山市商工会 キャッシュフロー経営強化はバランスシートから～資金繰りが苦しくなる5つの理由～
75 平成19年2月27日 水戸商工会議所 簡単にわかる決算書の読み方～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～
74 平成19年2月15日 富士商工会議所 自社の会社を守り抜く「決算書の見方」～資金繰りから危ない会社の見分け方まで～
73 平成19年2月8日 結城商工会議所 製造業のための、簡単な決算書の見方
72 平成19年1月22日 高月町商工会 売上を上げる手段としての決算書の使い方
71 平成18年12月7日 宮崎商工会議所 3分間で決算書が読めるビジュアル分析自社の経営を見直し、成功する利益計画の立て方
70 平成18年11月25日 甲府商工会議所 　「資金繰り強化の５つのポイント！～即効性のある資金繰りの改善と、根本的な改善！～」
69 平成18年11月17日 小野田商工会議所 バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる～資金繰りのヒントは貸借対照表にあり！～

68 平成18年11月16日 鹿野町商工会 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ経営強化はバランスシートから
67 平成18年11月16日 徳山商工会議所 簡単にわかる決算書の読み方
66 平成18年11月14日 所沢商工会議所 危ない取引先を決算書から見抜く実践テクニック～すぐわかる決算書読破術伝授！～
65 平成18年11月10日 新得町商工会 バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる
64 平成18年11月7日 社）全日本不動産協会 簡単にわかる決算書の読み方
63 平成18年10月25日 千葉商工会議所 決算書が３分で読めるようになる方法
62 平成18年9月26日 千葉信用金庫　青年経営者会 簡単にわかる決算書の読み方（成田）
61 平成18年9月22日 千葉信用金庫　青年経営者会 簡単にわかる決算書の読み方（君津）
60 平成18年9月13日 秋田南法人会 バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる～資金繰りのヒントは貸借対照表にあり！～
59 平成18年8月21日 潮来市牛堀商工会 バランスシートが読めなきゃ、会社は潰れる！
58 平成18年7月18日 徳山商工会議所 金融機関は見ている。資金繰りの強化のヒントはＢＳにあり！
57 平成18年7月16日 日本ファイナンシャルアカデミー㈱ 世界初・世界最速・指標を使わない分析手法「ビジュアル分析」３分間で読める決算書！
56 平成18年6月27日 新潟商工会議所 簡単にわかる決算書の読み方～3分間で決算書が読める～
55 平成18年6月23日 新社会システム総合研究所 瞬時に読める！決算書のススメ～危ない取引先や粉飾までも見抜く！～
54 平成18年6月12日 鈴鹿青年会議所 「決算書に隠された真実」
53 平成18年6月8日 下田商工会議所 ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ経営資金繰り強化のヒントはＢＳにアリ！ﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄが読めなきゃ、会社は潰れる！
52 平成18年2月21日 富士吉田商工会議所 危ない取引先を決算書から簡単に見抜く実践テクニック！
51 平成18年2月17日 熊本商工会議所 資金繰り強化のポイント～カンタンにわかる決算書の見方～
50 平成17年12月14日 高岡商工会議所 破綻企業から学ぶ経営戦略
49 平成17年11月29日 土浦商工会議所 「つちうら経営塾」～金融機関は見ている～資金繰りの強化のヒントはＢＳにアリ！
48 平成17年11月28日 西桂町商工会 簡単にわかる決算書の読み方
47 平成17年11月25日 太田商工会議所 簡単にわかる決算書の読み方
46 平成17年11月22日 津名町商工会 やさしい決算書の読み方
45 平成17年11月17日 外国系半導体商社協会 営業マンの為の財務分析力養成講座PartⅡ
44 平成17年11月8日 中兵庫信用金庫 決算書「ビジュアル分析」で顧客を見極めろ！
43 平成17年10月19日 高山商工会議所 バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～
42 平成17年10月14日 豊富町商工会 簡単にわかる決算書の読み方
41 平成17年9月13日 唐津商工会議所 資金繰り強化のポイントはBSにあり！～簡単にわかる決算書の見方～
40 平成17年9月12日 諫早商工会議所 簡単にわかる決算書の見方～資金繰り強化のポイントはBSにあり！～
39 平成17年9月7日 北見商工会議所 資金繰り強化のヒントはBSにあり！～世界初！決算書ビジュアル分析～
38 平成17年8月18日 安中市商工会 これならできる繁盛店への道
37 平成17年8月4日 甲府商工会議所 資金繰り強化のヒントはBSにあり！バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる
36 平成17年7月29日 函館商工会議所 簡単にわかる決算書の見方～資金繰り強化のポイントはBSにあり！～
35 平成17年7月22日 長崎商工会連合会 資金繰り強化のヒントはＢＳにあり！
34 平成17年7月21日 豊橋商工会議所 『バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる』～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～
33 平成17年7月20日 磐田商工会議所 危ない取引先を決算書から簡単に見抜く実践テクニック！
32 平成17年7月13日 呼子町商工会 建設業における決算書の見方
31 平成17年7月12日 千葉商工会議所 『バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる』～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～
30 平成17年6月28日 八代商工会議所 簡単にわかる決算書の見方～資金繰り強化のヒントはBSにアリ！～
29 平成17年6月27日 荒尾商工会議所 資金繰り強化のポイント～カンタンにわかる決算書の見方～
28 平成17年6月2日 常陸太田市商工会 危ない取引先を決算書から簡単に見抜く実践テクニック！
27 平成17年5月14日 秋田県青年会議所 ビジュアル分析～難しい指標は、もう、いらない！～
26 平成17年3月25日 石岡商工会議所 『バランスシートが読めなきゃ会社はつぶれる』～資金繰り強化のヒントは貸借対照表にあり！～
25 平成17年3月4日 坂戸商工会 破綻企業に学ぶ経営戦略「勝ち組・負け組・倒産組」
24 平成17年3月3日 三原商工会議所 危ない取引先を決算書から簡単に見抜く実践テクニック！
23 平成17年3月2日 藤沢商工会議所 破綻企業に学ぶ経営戦略「勝ち組・負け組・倒産組」
22 平成17年2月25日 湯沢商工会議所 経営環境分析
21 平成17年2月23日 焼津商工会議所 金融機関は見ている。決算書のビジュアル分析を使った資金繰り対策
20 平成17年2月21日 館林商工会議所 小難しい指標はもういらない！簡単にわかる決算書の見方
19 平成16年12月17日 富山商工会議所 破綻企業に学ぶ経営戦略「勝ち組・負け組・倒産組」
18 平成16年12月10日 伊勢崎商工会議所 簡単にわかる決算書の見方～資金繰り強化のヒントはBSにアリ！～
17 平成16年12月7日 四日市法人会 破綻企業に学ぶ経営戦略「勝ち組・負け組・倒産組」
16 平成16年11月25日 起業家相互支援クラブ「ｋｉｓｃ２１」 破綻企業に学ぶ経営戦略
15 平成16年11月24日 新南陽商工会議所 21世紀勝ち組の条件
14 平成16年11月18日 外国系半導体商社協会 営業マンのための財務分析力養成講座
13 平成16年11月17日 掛川商工会議所 2004『掛川経営塾Ⅷ』～金融機関は見ている～資金繰りの強化のヒントはＢＳにアリ！
12 平成16年11月11日 山梨商工会議所 破綻企業に学ぶ経営戦略「勝ち組・負け組・倒産組」
11 平成16年11月10日 富士見村商工会 優良・破綻企業から学ぶ経営戦略～決算書から見える資金繰りに潜むワナ～
10 平成16年11月2日 安城商工会議所 ～金融機関は見ている～資金繰りの強化のヒントはＢＳにアリ！
9 平成16年10月29日 青森商工会議所 ビジュアル分析による決算書の読み方
8 平成16年10月28日 土浦商工会議所 「つちうら経営塾」～金融機関は見ている～資金繰りの強化のヒントはＢＳにアリ！
7 平成16年9月3日 厚木法人会 破綻企業に学ぶ経営戦略「勝ち組・負け組・倒産組」
6 平成16年9月1日 片品村商工会 優良・破綻企業から学ぶ経営戦略～決算書から見える資金繰りに潜むワナ～
5 平成16年6月3日 東京税理士会杉並支部 「ビジュアル分析入門」
4 平成16年4月17日 ＮＰＯ法人ﾍﾞﾝﾁｬｰﾈｯﾄﾜｰｸｼﾞｬﾊﾟﾝ 第17回ビジネスプランニングセミナー『破綻企業から学ぶ経営戦略』～勝ち組・負け組・破綻組～」
3 平成15年11月19日 東京商工会議所 「決算書から危ない企業を見抜く」
2 平成15年11月20日 青森商工会議所 ビジュアル分析
1 平成15年10月16日 浦和商工会議所 ビジュアル分析－小難しい指標はもういらない！-
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