
平成２８年９月 
   

 

「ナントビジネスセミナー」を開催します！ 
 
 
南都銀行(頭取 橋本 隆史)は、「ナントビジネスセミナー」を開催します。 

「社員が育ち、定着する『評価制度』の作り方」（平成 28 年 10 月 6 日開催）は、「社員が育ち、定着      

する」ための秘訣やしくみについて、株式会社新経営サービス 人事戦略研究所の花房 孝雄 氏が、   

業種・職種別に多数の事例を用いて解説します。 

次に、「資金繰りの基礎と決算書の戦略的な読み方」（平成 28 年 10 月 19 日開催）は、資金繰りの      

基礎や決算書の読み方から応用まで幅広く、南都経済研究所上席主任研究員の橋本 公秀が決算書の  

戦略的な読み方を解説します。 
 
セミナーの詳細は以下のとおりです。 
 

◆テーマ
社員が育ち、定着する
「評価制度」の作り方

資金繰りの基礎と
決算書の戦略的な読み方

◆カリキュラム

・収益性の高い中小企業と衰退する企業
　の違い
・社員が育ち、定着する「職種別バリュー
　評価制度」、「賃金制度」のつくり方
・人事評価は「PDCAを回して社員を育てる」
　ために活用する

・決算書はここを見る
・決算書を読みこなす
・ 資金繰りの基礎
・ ＣＦ経営による企業体質の改善

◆講師
株式会社新経営サービス　人事戦略研究所
　上席コンサルタント　花房　孝雄 氏

南都経済研究所
　上席主任研究員　橋本　公秀

◆対象者
経営者、経営幹部、人事部門
その他各部門の管理者・担当者の皆さま

経営者、経営幹部、経理・財務部門
その他各部門の管理者・担当者の皆さま

◆開催日時 平成28年10月6日（木） 13:30～17:00 平成28年10月19日（水） 13:30～17:00

◆開催会場

◆受講料
１名受講の場合１０，０００円（消費税込）
【２名以上受講の場合、
  １名につき　８，０００円（消費税込）】

１名受講の場合 ８，０００円（消費税込）
【２名以上受講の場合、
  １名につき　６，０００円（消費税込）】

◆主催

◆申込方法
 南都経済研究所ホームページ（http://www.nantoeri.or.jp/）の
 専用フォームから申込または、同ホームページ掲載の申込用紙によるFAX送信

 南都銀行（セミナー運営は南都経済研究所に委託しています）

奈良県社会福祉総合センター  5階大会議室
（橿原市大久保町320番地11）

 
    

【本件に関するお問合せ先】 

 南都銀行 経営企画部 TEL : 0742-27-1552 〔中原
なかはら

〕   

南都経済研究所     TEL : 0742-72-0711 〔奥
おく

〕  

 

 

 



 
 
 

 

社員が育ち、定着する「評価制度」の作り方

～ 評価・教育・採用・業績管理がすべて回るシンプルなしくみ～ 
 

日時：2016 年 10 月 6 日（木） 

                             
●セミナーのねらい 

収益性の高い企業になるためには、「成果が上がるプロセスに焦点を当て、一貫性をもって“ＰＤ

ＣＡを回し続ける”こと」が不可欠です。さらに一貫性をもって“ＰＤＣＡを回し続ける”ために

は、「社員が育ち、定着する」ことが重要なポイントです。そのためには、「評価・教育・採用・業

績管理を、会社方針に沿って一貫性をもって回す」ことが必要となります。     

本セミナーでは、「社員が育ち、定着する」ための秘訣やしくみについて、業種・職種別に多数の

事例を用いて解説します。  
★セミナーの録音、録画等はご遠慮ください。 

●対 象 
経営者・経営幹部、人事部門その他部門の管理者・担当者の皆さま 

■カリキュラム（主な内容） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●講 師                    

 

 

 
 

       

●定 員  ４０名  申込先着順 （お申込はお早めにお願いします。） 

●受講料 １名 １０，０００円（消費税込み）【２名以上受講の場合、１名につき 8,000 円】 

●主 催 株式会社 南都銀行  ●お申込み・ご照会先 一般財団法人 南都経済研究所 

  

 
 

    ナントビジネスセミナーのご案内 

（講師プロフィール） 
リクルートグループにて社員教育支援、大手コンサルティング会社にて業績改善のコンサルティ

ングを行う。現在は、大学の研究室、人材アセスメント機関などと連携し、人事評価・賃金制度の

改革をはじめ企業変革に向けた組織開発をテーマとしたコンサルティングを実施中。 
著書に「モチベーション人事入門」（中央経済社）があるほか、「人事実務」「人事マネジメン

ト」など各誌に寄稿多数。 

TEL ０７４２-７２-０７１１ http://www.nantoeri.or.jp/ 

1. 収益性の高い中小企業と衰退する企業の違い 

・「収益性の高い中小企業」は、「組織力を強くする」

ためにＰＤＣＡを回し続けている 

２. 社員が育ち、定着する「職種別バリュー評価制度」

のつくり方 

・「何を評価するか」で社員の行動が変わる 

・成果・能力・プロセスをバランスよく評価して「会 

社に貢献する社員」に育てる 

3. 社員が育ち、定着するための「賃金制度」のつくり方

・「会社に貢献する社員」の採用・定着を可能にする

「給与制度」のポイント 

・社員の業績意識を高める「賞与制度」のポイント  

4. 人事評価は「ＰＤＣＡを回して社員を育てる」ため

に活用する 

・部下との面談を「生きたマンツーマン教育の場」に

するコツ 

・自社の課題に基づいて、本当に効果をもたらす教育

研修を実施する 

お申込みは当研究所ホームページまたは裏面の「受講申込書」をご利用ください 

 会場：奈良県社会福祉総合センター・5 階大会議室

奈良県橿原市大久保町 320 番地 11（裏面ご参照）
13:30～17:00 

人事戦略研究所 上席コンサルタント 花房 孝雄 氏 

株式会社新経営サービス 



 

１．お申込方法 

・下記の「受講申込書」の太枠内に必要事項をご記入のうえ、南都経済研究所宛にＦＡＸでお送

り下さい。郵送の場合は本面をコピーしてお送り下さい。 

・当研究所のホームページ（http://www.nantoeri.or.jp/）からもお申込み頂けます。 

・「受講申込書」受理後、派遣責任者様宛に「受講証」をＦＡＸにてお送りいたします。 

(派遣責任者欄のご記入が無い場合は、受講者様宛に送付します。) 

・「受講証」は、セミナー当日にお持ちください。 

・なお、開催日１週間前までにお手元に届かない場合はご連絡をお願いします。 

２．受講料について・その他お問合せ 

・受講料は、当日、会場にてお支払いください。 

・その他、お問合せは南都経済研究所（TEL 0742-72-0711）まで。           

 

ＦＡＸ  0742-72-1567   

受講申込書 社員が育ち、定着する「評価制度」の作り方 
２０１６年 
10 月 6 日(木) 

会社名 

 

 

会

社

概

要

●従業員数： 約〔      〕名 

●業種（又は主要製品名）： 

 

貴法人の南都銀行お取引店

所在地 

〒 

 
 

支店・営業部・出張所

 （ふりがな） 

氏    名 
所属・役職名 所属・ 

役職名 

 

派遣責任者 
(ご連絡担当者) 

氏  名 
 

 

 

 

 

●ＴＥＬ       (      ) 
 

 

 

 

●ＦＡＸ       (      ) 

●Ｅメール  

受

 

講

 

者
 

 

 

 

●本セミナー

をどこでお

知りになり

ましたか 
（いくつでも） 

１．南都銀行営業担当の訪問 ２．南都銀行の店頭チラシ ３．「ナント経済月報」挟み込みチラシ

４．各種アンケートに同封のチラシ ５．当研究所からのＦＡＸ ６．当研究所のホームページ 

７．新聞の掲載記事  ８．会社の上司（部下） ９．他社からの紹介 

１０．その他（                                  ） 

＊ご記入いただきましたお客様の個人情報は、本セミナーに関する確認・連絡および当研究所の 

関連セミナーのご案内をお送りする際に利用させていただきます。 

・・・・・・・・・・・・・・ 会場のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・ 

 

                 

    

 

 

 

 

 

南都経済研究所 宛 
〒631-0801 奈良市左京 6-5-4

奈良県社会福祉総合センター 
 

〒634-0061 

 橿原市大久保町320番地11 

TEL 0744－29－0111 

 

＜アクセス＞ 

●近鉄畝傍御陵前駅 

東口から徒歩約 3分 

 

※お車でお越しの方は、会場西隣の 

市営立体駐車場(有料)をご利用ください。 



 
 

 

 

 

資金繰りの基礎と 
決算書の戦略的な読み方 

～ 決算書を作るスキルと読むスキルは根本的に違う～ 

 
 

日時：2016 年 10 月 19 日（水） 

                             

●セミナーのねらい 
ますます厳しさを増すビジネス社会で生き抜くためには、経理部門に携わる人だけではなく、

経営者、管理者をはじめ様々な部門の人に「決算書」を読む能力が求められています。 

本セミナーでは、資金繰りの基礎や決算書の読み方から応用まで幅広く解説し、「決算書」の

戦略的な読み方を身につけていただきます。 

取引先や自社の財務内容をある程度は読めることが必要な経営者や経理担当者、営業関係の

方々のご参加をお勧めします。 

★簡単な事例演習を行いますので、必ず電卓をご持参ください。 

●対 象 
経営者、経営幹部、経理・財務部門その他各部門の管理者・担当者の皆さま 

■カリキュラム（主な内容） 
 

 

 

 

 

 

 

●講 師：南都経済研究所 上席主任研究員  

（中小企業診断士） 

    

      

 

 

 

      

●受講料 １名 ８，０００円（消費税込み）【２名以上受講の場合、１名につき 6,000 円】 

●主 催 株式会社 南都銀行  ●お申込み・ご照会先 一般財団法人 南都経済研究所 

  

 
 

 

    ナントビジネスセミナーのご案内 

TEL ０７４２-７２-０７１１ 

お申込みは当研究所ホームページまたは裏面の「受講申込書」をご利用ください 

 
会場：奈良県社会福祉総合センター・５階 大会議室

奈良県橿原市大久保町 320 番地 11（裏面ご参照）13:30～17:00 

（講師プロフィール） 
昭和 60 年大阪府立大学経済学部卒業後、南都銀行に入行。筒井支店、営業統括部、

審査部等を経て、平成 24 年 4 月より南都経済研究所に赴任。南都銀行では、企業財
務分析診断システムや格付・自己査定の企画・審査などを担当。現在、南都経済研究
所にて経営相談や企業向け研修、各種調査研究に従事。一般向けセミナーや各種団体
の勉強会等の講師も務める。 

１. 決算書はここを見る 
経営者が見る決算書のポイント 

コンサルタントが見る決算書のポイント 

２. 決算書を読みこなす 
ＢＳから「安全性」を読む 

ＰＬから「収益性」を読む 

３. 資金繰りの基礎 

押さえておきたい資金繰りの基礎 

資金繰りを改善するために 

4. ＣＦ経営による企業体質の改善 
ＣＦ計算書はなぜ必要？ 

ＣＦ計算書のここに注目 

橋本 公秀 

ＵＲＬ http://www.nantoeri.or.jp/ 



１．お申込方法 

・下記の「受講申込書」の太枠内に必要事項をご記入のうえ、南都経済研究所宛にＦＡＸでお送

り下さい。郵送の場合は本面をコピーしてお送り下さい。 

・当研究所のホームページ(http://www.nantoeri.or.jp/)からもお申込み頂けます。 

・「受講申込書」受理後、派遣責任者様宛に「受講証」をＦＡＸにてお送りいたします。 

(派遣責任者欄のご記入が無い場合は、受講者様宛に送付します。) 

・「受講証」は、セミナー当日にお持ちください。 

・なお、開催日１週間前までにお手元に届かない場合はご連絡をお願いします。 

２．受講料について・その他お問合せ 

・受講料は、当日、会場にてお支払いください。 

・その他、お問合せは南都経済研究所（TEL 0742-72-0711）まで。           

 

ＦＡＸ  0742-72-1567   

受講申込書 資金繰りの基礎と決算書の戦略的な読み方 
２０１６年 
10 月１9日(水) 

会社名 

 

 

会

社

概

要

●従業員数： 約〔      〕名 

●業種（又は主要製品名）： 

 

貴法人の南都銀行お取引店

所在地 

〒 

 
 

支店・営業部・出張所

 （ふりがな） 

氏    名 
所属・役職名 所属・ 

役職名 

 

派遣責任者 
(ご連絡担当者) 

氏  名 
 

 

 

 

 

●ＴＥＬ       (      ) 
 

 

 

 

●ＦＡＸ       (      ) 

●Ｅメール  

受

 

講

 

者
 

 

 

 

●本セミナー

をどこでお

知りになり

ましたか 
（いくつでも） 

１．南都銀行営業担当の訪問 ２．南都銀行の店頭チラシ ３．「ナント経済月報」挟み込みチラシ

４．各種アンケートに同封のチラシ ５．当研究所からのＦＡＸ ６．当研究所のホームページ 

７．新聞の掲載記事  ８．会社の上司（部下） ９．他社からの紹介 

１０．その他（                                  ） 

＊ご記入いただきましたお客様の個人情報は、本セミナーに関する確認・連絡および当研究所の 

関連セミナーのご案内をお送りする際に利用させていただきます。 

・・・・・・・・・・・・・・ 会場のご案内 ・・・・・・・・・・・・・・ 

 

                 

    

 

 

 

 

奈良県社会福祉総合センター 

〒634-0061 

 奈良県橿原市大久保町320番地11 

TEL 0744－29－0111 

＜アクセス＞ 

●近鉄畝傍御陵前駅 

東口から徒歩約 3分 

※お車でお越しの方は、会場西隣の 

 市営立体駐車場(有料)をご利用 

ください。 

南都経済研究所 宛 
〒631-0801 奈良市左京 6-5-4


