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税制改正＆経営戦略

無料セミナー開催

税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人

Ｒ

Ｙ

Ｒ

Ｙ

Ｒ

Ｙ

Ｒ

Ｙ

ＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＮＥＸＮＥＸＮＥＸＴＴＴＴ

Ｒ

Ｙ

Ｒ

Ｙ

Ｒ

Ｙ

Ｒ

Ｙ

龍龍龍龍 道道道道塾塾塾塾龍龍龍龍 道道道道塾塾塾塾

税理⼠法⼈ＮＥＸＴ セミナー 参加申込書
税理⼠法⼈ＮＥＸＴ セミナー事務局 ⾏き

＜留意事項＞
＊受講期間中に提供する情報の著作権は税理⼠法⼈NEXT及び㈱タナベ経営に帰属しており、第3者への提供はお断りします。
＊各種媒体を活⽤して経営情報の提供を⾏うため、上記の記載データをタナベ経営に提供します。
＊ご記入いただきました顧客情報は、個⼈情報保護の観点から、会員様へ本サービス及び会員様に有益と思われる情報をご提供させていただくことのみを目的としております。

下記セミナーを申し込みます。申込に際し下記＜留意事項＞を承認いたします。

５／８ 税制改正＆経営戦略セミナーに ６⽉開講「龍道塾」に
参加申し込みします 参加申し込みします

会社名 業種

氏名 役職

住 所

ＴＥＬ ＦＡＸ

追
加
受
講
者

氏名 役職

「龍道塾」募集要項
対象者・定員 経営者・後継者・経営幹部（候補） 先着１５名

受講期間
平成２５年６⽉〜１２⽉
第壱回〜第七回 １６：００〜１８：００ ※開始３０分前より受付いたします。
※懇親会は第壱・七回の開催日に予定しております。

受講料
お一⼈様 １５７，５００円（消費税込）※テキスト代含む
※ご⽋席の日程がございましても、受講料の返却はいたしかねますので、
予めご了承ください。

会 場 税理⼠法⼈ＮＥＸＴ ３階研修室
お問合せ・お申込み 上記「税制改正＆経営戦略セミナー」と同じ

××××

中中中中小企業生小企業生小企業生小企業生きききき残残残残りのりのりのりの鉄則鉄則鉄則鉄則！！！！！！！！中中中中小企業生小企業生小企業生小企業生きききき残残残残りのりのりのりの鉄則鉄則鉄則鉄則！！！！！！！！

経営者経営者経営者経営者・・・・後継者後継者後継者後継者・・・・経営幹部経営幹部経営幹部経営幹部（（（（候補候補候補候補））））向向向向けけけけ講座講座講座講座

2013.6.28 開講！

「税制改正＆経営戦略セミナー」募集要項
対象者・定員 経営者・後継者・経営幹部（候補） 先着１００名

日時
平成２５年５⽉８日（⽔）
第一部 １５：００〜１５：３０ ※開始３０分前より受付いたします。
第二部 １５：３０〜１７：３０

受講料 無 料
会 場 岐阜グランドホテル 東館２階 鳳凰の間

お問合せ
お申込み

税理⼠法⼈ＮＥＸＴ セミナー事務局 ： 中間，野呂
〒５００‐８３６４ 岐阜市本荘中ノ町1丁目1番地
TEL：０５８‐２７５‐３５５５ FAX：０５８‐２７５‐３５５６
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２．カリキュラム１．NEXT TRY

３．「龍道塾」情報提供サービス

税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人ＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴＮＥＸＴ

FAXリポート

（月３回 年３６冊）

1957年創業以来培ってきた豊富な実績と経営ノウハウ。経営診断は6000件を
超え日本一企業は２７０社、総合経営コンサルティング会社として企業の成⻑
の壁を打ち破り着実なる発展を⼒強くサポートします。

＜主催＞

「理想の会社経営を実現するために」「理想の会社経営を実現するために」「理想の会社経営を実現するために」「理想の会社経営を実現するために」

岐阜市の税理⼠法⼈NEXT(旧安江総合事務所) 経営相談,会計,相続,確定申告,
税⾦,社会保険,起業,助成⾦のことならおまかせください。お客様のビジネス
チャンスが少しでも広がることを一心に願っています。

＜後援＞

「「「「税理士法人税理士法人税理士法人税理士法人NEXTNEXTNEXTNEXT」」」」××××「「「「株式会社株式会社株式会社株式会社タナベタナベタナベタナベ経営経営経営経営」」」」

★「龍道塾」充実の全七回カリキュラム★

★株式会社タナベ経営からの経営情報★

【資本⾦】１７億７，２００万円【売上高】６０億８，４００万円【従業員数】２８６名

政府は、日本経済再⽣に向けて、⼤胆な⾦融政策、機動的な財政政
策、⺠間投資を喚起する成⻑戦略の「三本の⽮」により、⻑引く円
高・デフレ不況からの脱却をし、雇⽤や所得の拡⼤を目指しておりま
す。

しかし、これらの政策による景気回復が、中⼩企業にとって絶対的
なものであるとは⾔い切れないのが現実です。だからこそ、今、未来
に対する投資と対策を打つ必要があります。

そこで、今回のセミナーの第一部は、当事務所が平成２５年度の税
制改正を説明させていただき、第二部では、５５年の歴史を持つ総合
コンサルティング会社の株式会社タナベ経営が「中⼩企業⽣き残り戦
略！！」と題し、経営の原理・原則である「１T４M」の考え方と具体
的な推進方法を説明させていただきます。

また、経営者及び後継者、経営幹部の方々に必要な経営着眼、基本
スキルを学び、⾝につけていただくため、６⽉より「龍道塾」を開講
し、継続的に当事務所とタナベ経営が提携をして、多角的なサービス
を通じて塾⽣企業の経営のご⽀援を⾏います。

本セミナーは、例年多数の方にご参加いただいており、定員となる
ことが予測されます。是非、この機会を逃すことのないよう、お早め
にお申し込みください。

経営は１Ｔ４Ｍ

回 日時 テーマ 内容

第壱回 ６⽉２８日（⾦）
１６：００〜１８：００

中⼩企業が取るべき事業戦略
〜我が社の勝てる場の発⾒〜

• 事業戦略における現状の課題
• 構造転換期から⾒た顧客の再設定
• 事業モデル全体の再構築

第弐回 ７⽉５日（⾦）
１６：００〜１８：００

意思決定のプロセス
〜思考をまとめる方法〜

• 経営の思考スキル
• 経営戦略目標から実⾏へ
• 社内での活⽤法

第参回 ８⽉９日（⾦）
１６：００〜１８：００

我が社の未来を創る
〜中期経営計画策定ノウハウ〜

• 未来ビジョンの明確化
• 中期経営計画の実践
• 短期経営計画の策定

第四回 ９⽉６日（⾦）
１６：００〜１８：００

トップとしての覚悟
〜魅⼒あるリーダーの条件〜

• こんなリーダーになってはいけない
• リーダーシップとは
• リーダーシップを発揮するために

第五回 １０⽉４日（⾦）
１６：００〜１８：００

中⼩企業の成⻑戦略
〜マネジメントノウハウ〜

• マネジメントとは
• 業績先⾏管理システム
• 報、連、相、打で会社を変える

第六回 １１⽉１日（⾦）
１６：００〜１８：００

経営者のための法務の基礎
〜一流の経営者になるために〜

• 会社経営に必要不可⽋な法務
• 実践判例の活⽤法

第七回 １２⽉６日（⾦）
１６：００〜１８：００

龍道塾まとめ
〜実践状況発表会〜

• 短期経営計画の実践状況の発表
• 今後の経営に向けて決定表明戦略とは、企業経営における⼤きなフレームワークであり、「何をなす

べきか」「どこを狙うか」という方向づけを意味します。
経営は１Ｔ４Ｍ（ワンティー・フォーエム）で成り⽴っており、１Ｔと

は「テクノロジー」であり、４Ｍとは「マーケット・マネジメント・マ
ネー・マン」です。

固有技術（テクノロジー）をどのマーケット（市場）に投入するかに
よって、事業すなわち企業成⻑の可能性が決まります。

また、儲かるかどうかはマネジメントで決まり、企業存続はマネーで決
まり、これらが実⾏できるかどうかは、⼈材で決定づけられます。

企業における戦略とは、この１Ｔ４Ｍをいかに意思決定していくかにか
かっており、バランス感覚が重要となってくるのです。

本セミナーにおいては、この経営の原理・原則である「１Ｔ４Ｍ」を解
説させていただきます。

また、「龍道塾」では「１Ｔ４Ｍ」を実務である経営の場⾯でどのよう
に活かすかという視点で経営のバランス感覚を養います。

＜FAXリポート＞
コンサルタント企業として50余年の臨床事例データの中から⽣まれた法則をB4サイズ1枚に
まとめたリポート。受講期間中に毎⽉3回（5・15・25日）※直接FAXでお届けいたします。

＜経営情報誌＞
タナベのトップコンサルタントによる戦略提⾔と、最新のビジネストレンドを独⾃の視点で

探った特集記事で構成。経営者の目指すべき道筋を示唆します。（A4判 各24ページ 年24冊）

中 東 和 男（なかひがし かずお） 氏
株式会社タナベ経営 取締役ネットワーク本部⻑

平成３年入社後、企業経営の⽀援を務め、平成１２年よりネットワーク本部⻑として、部門
経営に従事する。

平成１７年より取締役・ネットワーク本部⻑に就任し、現在に至る。
現在、数多くの企業、経営者を診断してきたタナベ経営が蓄積してきた臨床データを基にした

講演は、全国で高評価を得ており、全国の⾦融機関主催の講演会では多数の指名を得ている。近
年では全国の後継者⽀援に従事し、厚い信頼で相談が絶えない。

profile ＜経営相談＞
塾⽣の皆様がお持ちの様々な固有の経営諸問題にお応えします。※希望者のみ

時間 テーマ 内容 講師

第一部 １５：００
〜１５：３０

平成２５年税制改正のツボ！！
〜わかりやすくズバリ解説〜

・法⼈税制の動向について
・富裕層への増税強化！とその内容は？
・次世代への財の移転がスムーズに

税理⼠法⼈NEXT
税理⼠ 廣瀬 英明

第二部 １５：３０
〜１７：３０

中⼩企業⽣き残りの鉄則！！
〜今、取り組まなければいけないこと〜

・不易流⾏の経営の原理原則
・企業経営は「１Ｔ４Ｍ」のバランス感覚
・今取り組むべきアクションとは？

株式会社タナベ経営
取締役 中東 和男 氏

★「税制改正＆経営戦略セミナー」カリキュラム★


