
2015年 11月 30日 

一般社団法人与信管理協会 

会員向け勉強会のご案内 

 

一般社団法人与信管理協会では、会員の与信管理力向上や、与信管理士資格取得のための事前学

習の機会提供として、与信管理に関する各分野につき、勉強会を実施しております。 

 今年度（2015 年 4 月～2016 年 3 月）は、当協会の活動をさらに活発化させるために、4 つの分科会を

設置し、それぞれの勉強会を開催することになりました。関西支部もセミナーと勉強会の2本立てとなり、

ますます内容を充実させていく予定です。 

いずれも必聴の内容となっておりますので、奮ってご参加いただき、日頃の業務にお役立ていただけ

ればと思います。 

日 時 テーマ 会 場 

2015年度 12月～1月 

12月 9日 

(水) 

18：30～ 

20：00 

「専門職与信管理実務研究会」       

（3頁参照） 
Ｂ 

12月 11日 

（金） 

18：00～ 

19：30 

九州支部勉強会 

「与信管理入門」をテキストにした座談会 
D 

12月 15日 

（火） 

18：00～ 

19：30 

プロネクサス主催「与信管理入門」セミナー 

第 7回 「債権保全に関する基礎知識」  （東京会場） 
別紙 

12月 17日 

（木） 

16：00～ 

17：30 

プロネクサス主催「与信管理入門」セミナー 

第 7回 「債権保全に関する基礎知識」  （大阪会場） 
別紙 

12月 18日 

（金） 

18：00～ 

19：30 

関西支部勉強会  

講師：株式会社エスエスケイ 内部監査室 部長  

天春 雄介 氏 

Ｃ 

1月 15日 

（金） 

18：00～ 

19：30 

九州支部勉強会 

「与信管理入門」をテキストにした座談会 
D 

1月 19日 

（火） 

18：00～ 

19：30 

プロネクサス主催「与信管理入門」セミナー 

第 8回 「与信判定」  （東京会場） 
別紙 

1月 20日 

（水） 

18：30～ 

20：00 

「みらいの信用リスク管理を考える研究会」 

（3頁参照） 
A 

1月 22日 

（金） 

16：00～ 

17：30 

プロネクサス主催「与信管理入門」セミナー 

第 8回 「与信判定」  （大阪会場） 
別紙 

1月 22日 

（金） 

18：00～ 

19：30 

関西支部勉強会  

講師：調整中 
C 

1月 26日 

(火) 

 16：00～ 

18：00 

「ASEAN リサーチ＆マーケティング研究会」       

http://www.sdigrp.com/news/?p=825 
Ａ 

 

【会場】 

A：ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社 セミナールーム 

東京都千代田区神田錦町 3-23 西本興産錦町ビル 8階   

http://www.sdigrp.com/company/access.html 

B：新四谷法律事務所 会議室 

東京都新宿区左門町 13-1 四谷弁護士ビル 4階 403号室 

http://www.shin-yotsuya.com/access.html 

 

http://www.sdigrp.com/news/?p=825
http://www.sdigrp.com/company/access.html
http://www.shin-yotsuya.com/access.html


C:堂島法律事務所 

大阪府大阪市中央区北浜 2-3-9入商八木ビル（受付は 3階）  

http://www.dojima.gr.jp/overview/osaka/index.htm 

  D:エスペランサ税理士法人 新セミナールーム 

   福岡市中央区天神 1-1-1 アクロス福岡 5階 

http://www.esp.or.jp/access.html 

 

東京本部勉強会／関西支部セミナー、『与信管理入門』 

    

東京本部と関西支部の２拠点で、与信管理の基礎講座『与信管理入門』を開催します。 

 若手会員の方においては、基礎知識の習得を、ベテラン会員の方においては基礎知識の復習・確認 

の場としてご活用ください。また、法人会員様においては、若手社員の研修プログラムに組み入れてい

ただけるよう、最終回に効果測定としてビジネス実務与信管理検定試験も用意しています。         

奮ってご参加ください。  

 

期間 ： 2015年５月～2016年３月（毎月１回全 11回） 

       各回１時間 30分  

  

講師 ： 当協会専務理事・菅野健一を中心に認定与信管理士が担当 

  

場所 ： 会場Ａ、会場Ｃ（応募人数等によって変更の可能性あり） 

     

      ※日程、場所、講師は確定次第、都度ご連絡いたします。 

  

料金 ： 法人会員（５名／口数まで無料） 

個人正会員（無料） 

一般参加者（有料、料金別途設定） 

  

内容 ：  与信管理協会編の基本テキスト（『与信管理入門』2014年、金融財政事情研究会） 

       をテキストとして使用して与信管理の基礎を、若手ビジネスマン（1～10年目程度）を 

対象に教授する。授業の効果測定として最終回にビジネス実務与信管理検定試験を実施。   

合格を目指していただく。 

        なお、毎回の連続受講を推奨しますが、各回スポットでのご参加も可といたします。 

        ※参加者は『与信管理入門』を持参してください。 

 

回 時期 内容 

ガイダンス ４月 コース内容の説明 

第１回 ５月 与信管理業務と倒産 

第２回 ６月 取引内容・条件のチェック 

第３回 ７月 信用情報の収集 

第４回 ８月 定性情報の分析 

第５回 ９月 決算書分析 

第６回 10月 契約に関する基礎知識 

第７回 11月 債権保全に関する基礎知識 

第８回 12月 与信判定 

第９回 １月 緊急時対応に関する基礎知識 

第 10回 ２月 模擬試験 

第 11回 ３月 ビジネス実務与信管理検定試験 

http://www.dojima.gr.jp/overview/osaka/index.htm
http://www.esp.or.jp/access.html


 

分科会の設置について 

 

当協会の活動を活性化させるため 2015年度より東京本部において、以下４つの分科会を設置するこ

とにいたしました。従来の勉強会同様、法人会員（各回毎５名／口数まで）、個人正会員の方は無料で

参加いただけます。それぞれ個性的な分科会となっておりますので、奮ってご参加ください。 

（※日程、場所等の詳細は確定次第、本部事務局より都度ご連絡いたします。） 

 

 

１．ＡＳＥＡＮリサーチ＆マーケティング研究会 

内    容 ： 日本企業のASEANをはじめとした新興地域でのビジネス活動を、より一層活性化する

ためのリスクマネジメント手法を研究するべく、ASEAN現地の各専門家と日本を Web

会議でつないだインタラクティブセミナーの開催や現地視察ツアーを実施。 

ASEANビジネスを既に行っている方に限らず、これから行おうと考えている方にも有

効な実務に役立つ現地の生の情報を共有できるような企画を用意します。 

分科会長 ： 当協会理事 古川・エドワード・英太郎 

事 務 局 ： ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ（株）（協賛会員） 

 

 

２．みらいの信用リスク管理を考える研究会 

内    容 

 

： 信用リスクの計量化、与信ポートフォリオ管理といった信用リスク管理の最先端のテー

マを金融・事業会社の審査マンを中心に議論、研究する会。なお、数学や統計学の知

識がなくても議論できるよう、分科会では数式などは用いないことを前提に解説を行い

ますので、多くの方にご参加いただけるような運営を行います。 

分科会長 ： 日本政策金融公庫 尾木研三 氏 

事 務 局 ： （株）ジンテック（協賛会員） 

 

 

３．専門職与信管理実務研修会 

内    容 ： 与信管理の知識を活かした企業経営の健全化を目的とし、企業人と士業・専門家が

親密なネットワークを構築し、各々の知見を議論、意見交換する会。 

士業・専門家の方は勿論、企業人の方にも気軽にご参加いただき、知識の吸収はもと

より、人脈形成の場としてもご活用いただける会にしていく予定です。 

分科会長 ： 当協会理事・副会長 堀 龍兒 

事 務 局 ： （株）リーガルブライト（協賛会員） 

 

 

４．（仮称）戦略的取引先管理実務研究会 

内容 ： 関連他団体との共同研究会として、2015年７月頃の発足を目指し協議中です。   

詳細決定次第、ご案内させていただきます。 

分科会長 ： 調整中 

事務局 ： 未定（本部事務局） 

 

 以上 


