
それぞれのセミナー内の QRコードを読み取りいただき、
ＷＥＢページのお申込フォームよりお申し込みくださいませ。

Withコロナの業界別！ 成長財務戦略 2021

自動車業界

(株)船井総合研究所
アカウントパートナー室
ディレクター

渡邊 功一

(株)船井総合研究所
金融・M&A支援部
シニアコンサルタント

谷 翔太

自動車業界業界の財務戦略成功事例

セミナー担当コンサルタント

【新車ディーラー】
【中古車販売】

投資できる体制を整え、売上150％・経常利益130％成長を達成！
キャッシュフロー改善で自己資金が貯まる企業体質に！
当座貸越の活用、担保外しで調達余力が増加！
投資の判断基準が明確になり、不安が解消！

物流業界

増車やドライバー採用、倉庫建設などの投資がスムーズに！
シンジケートローン活用によりキャッシュフローが5,000万円改善！
財務管理体制を整えることで投資判断が明確に！
融資見直しによりキャッシュフローが 1,300 万円改善！

船井総研ロジ(株)
取締役常務執行役員

橋本 直行 氏

(株)船井総合研究所
金融・M&A支援部
シニアコンサルタント

谷 翔太

物流業界の財務戦略成功事例

セミナー担当コンサルタント

エネルギー業界

(株)船井総合研究所
第四経営支援本部
マネージング・ディレクター

袖山 亮

(株)船井総合研究所
金融・M&A支援部
マネージャー

石田 武裕

エネルギー業界の財務戦略成功事例

セミナー担当コンサルタント

【製  造】
【メーカー】

当座貸越枠を7.5億から9.5億に拡大成功！
時流に適応して経営者保証を全て解除！
全ての金融機関の担保設定を解除！
7億円の大型融資を無担保無保証で実現！

株式会社 船井総合研究所
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-4-10 船井総研 大阪本社ビル

（平日 9：30~17：30）
TEL:0120-964-000

一般価格：税抜10,000円（税込11,000円）/1名様
会員価格：税抜  8,000円（税込  8,800円）/1名様

船井総研ホームページ[https://www.funaisoken.co.jp/]右上検索窓に「お問い合わせNo」を入力ください。
住宅・不動産業界：070047　エネルギー業界：070045　自動車業界：070897　物流業界：070896WEBからお申し込みいただけます。

【住宅不動産】Withコロナで成長軌道に乗せる資金調達戦略　　 お問合せNO．S070047
【エネルギー】Withコロナで成長軌道に乗せる資金調達戦略　　 お問合せNO．S070045
【webセミナー】自動車業界向け 資金調達・財務戦略セミナー　　お問合せNO．S070897
【webセミナー】物流業界向け 資金調達・財務戦略セミナー　　　お問合せNO．S070896

会計士・税理士が教えてくれない？！

資金調達財務戦略
セミナー

元銀行マン・コンサルタントによる無料経営相談
資金調達に活かせる無料財務診断

このような経営者様におすすめ

事業拡大 設備投資 DX投資

事業拡大に向け大型設備・デジタル・人材へ投資をお考えの方

金融機関と良好な関係性を作って今後も取引を継続したい方

コロナ市況で金融機関がどのように変化しているか知りたい方

金融不況でも資金調達に困らない環境を作りたい方

経営者保証・担保がなくとも調達に困らない環境を作りたい方
日々の融資交渉に時間を取られてしまっている経営者の方

主 催

受講料

１
2

Withコロナで新たに成長軌道に乗せる

お申し込み方法 WEBでのお申し込み

住宅・不動産業界

WEB
開催

(株)船井総合研究所
アカウントパートナー室
ディレクター

松井 桂

(株)船井総合研究所
金融・M&A支援部
マネージャー

石田 武裕

エネルギー業界の財務戦略成功事例

セミナー担当コンサルタント

13:00-14:301 3月31日(水)
13:00-14:302 4月16日(金)

お問合せNO
右記のQRコードからお申し込みいただけます！

S070897

お問合せNO
右記のQRコードからお申し込みいただけます！

S070047 お問合せNO
右記のQRコードからお申し込みいただけます！

S070045

お問合せNO
右記のQRコードからお申し込みいただけます！

S070896

適切な情報開示により調達枠 5,000 万円増加！
CFOを育成し社長が事業戦略に集中できるように！
建物代の融資付を実現し、資金繰りを大幅改善！

申込期日開催日
4日前までとなります。

申込
期日

新型コロナウィルス感染症に罹患された皆さま、および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

内容に関するお問合せ：石田・谷
申込に関するお問合せ：天野

WEB
開催

住宅・不動産業界・エネルギー業界
2021年3月31日（水）・4月16日（金）
自動車業界・物流業界
2021年4月7日（水）・4月8日（木）

豪華2大参加特典豪華2大参加特典

自動車業界向け
資金調達・財務戦略セミナー

2021年

2021年

WEB
開催

13:00-14:301 4月7日(水)
16:00-17:302 4月8日(木)

2021年

2021年
WEB
開催

16:00-17:301 4月7日(水)
13:00-14:302 4月8日(木)

2021年

2021年

WEB
開催

16:00-17:301 3月31日(水)
16:00-17:302 4月16日(金)

2021年

2021年

webセミナー

Withコロナで成長軌道に
乗せる資金調達戦略住宅不動産 Withコロナで成長軌道に

乗せる資金調達戦略エネルギー

物流業界向け
資金調達・財務戦略セミナーwebセミナー



Withコロナの銀行融資の時流トレンド

よくある財務の悩みはズバリこれで解決

会計士・税理士が知らない Withコロナの 「資金調達」×「財務戦略」

制度融資の据置期間終了、金融市況は悪化
制度融資の過剰活用により財務が悪化する企業多数
銀行は数値計画と返済能力を重視するように
事業性（定性）評価→定量評価重視へ
金融機関再編が加速、融資スタンスが急激に変化

時流1
時流2
時流3
時流4
時流5

銀行の評価を
上げる決算対策

銀行の評価基準を
理解した

決算対策の実施

キャッシュフロー
改善高成長の実現

業界特有の
財務体質に合った
資金調達手法の選択

融資枠を15倍にした
財務戦略

１行当たりの
融資上限の最大化

無担保・無保証の
資金調達手法

経営者保証
ガイドライン
事例集のフル活用

事業性評価を
活用した資金調達

自社ビジネスモデルの
見える化

金利引き下げ
銀行交渉術

銀行間競争
環境の創出

新規事業の先行投資
資金調達・財務戦略

仕入枠拡大の
ための銀行交渉術

DXの未来投資活用
資金調達＋補助金

事業拡大
資金調達・財務戦略

新規出店 設備投資

競争環境を整え仕入枠拡大
建物代の融資を引き出し資金繰り改善に成功

事業計画策定により
中小企業経営力強化資金融資事を獲得
クラウド会計を導入し試算表完成が大幅早期化

投資計画策定により調達枠増加に成功
キャッシュフロー改善により新事業融資を獲得

海外投資資金5億円の調達に成功
7億の本社建替資金を無担保無保証で調達

①P/L

②B/S

③CF+④格付指標

1.月次損益計画
2.採用計画

P/L  新規事業

3.調達計画
4.投資計画

B/S  新規事業

既存事業＋新規事業
における（算出根拠付）
①P/L、②B/S、③CF
④格付重要指標
借入金完済まで作成

STEP1

調達行の拡大

STEP2
借入条件の
交渉

STEP3
取引行の
絞り込み

STEP4
借入条件の
最大化

新規取引を含めた、
調達行の間口を広
げ、良い借入条件で
の取引をスタートさ
せる。

借　入：土地＋建物
担　保：あり
保　証：あり
融資枠：あり

借　入：土地＋建物
担　保：なし・留保
保　証：あり
融資枠：あり

借　入：土地＋建物
担　保：なし・留保
保　証：なし
融資枠：あり

好条件で借入が可
能な金融機関を起
点として、既存行へ
の条件交渉を実施
する。

メイン行を定め、各行
の融資スタンス・諸
条件を一覧化し、深耕
していく金融機関数
を選定する。

1 行あたりの借入額
を最大化させるため
の、金融機関数交渉
を実施。3～5行で
10億以上の借入が
可能。

借　入：土地＋建物
担　保：あり
保　証：あり
融資枠：なし

事業のライフサイクルによって
資金調達戦略を変更していく

銀行目線も意識した事業計画を作成

取引金融機関数：7行～10行 取引金融機関数：3行～5行
導入期 成長期

・1 行あたり 1～ 3PJ または借入額 1 億円
が限界となってしまい、売上を増加させる
ために、金融機関数取引数を増加させなけ
ればならない。
・借入は、土地資金のみであり建物資金は
自己資金での負担となり、資金繰りを圧迫
してしまっている。
・仕入の都度、金融機関へ打診を行わなけ
ればならず、仕入スピードに欠け、事務手
間も煩雑になってしまう。

・メイン行が定まっており、3～ 5 行で 15
億～ 20 億以上の調達が可能。金融機関数
取引数も最小限に抑えられている。
・借入は、土地資金＋建物資金の借入が可
能であり、自己資金の負担は、諸費用程度
の最低限に抑えられている。
・当座貸越やコミットメントラインでの借
入が可能であり、借入枠内であれば最短即
日での借入が可能。また、担保設定もなく、
設定費用、事務手間の削減が可能。

成長が鈍化するお金の借り方 成長が加速するお金の借り方

仕入資金の「資金調達方法」に成長のカギあり！！

金融機関担当者の疑問 事業計画書

情報開示のキーポイントは、金融機関が知りたい情報が掲載されている事業計画
「返済できるか」「それは本当か」の2点を突き詰めた事業計画は、金融機関との
関係性をさらに深耕するための重要なツール。

口頭だけではなく、根拠と数値を用いて書面で説明された事業計画は、
金融機関の担当のみならず、上席（支店長・審査部）からの評価を得られる

・赤字は回復する？
・返済することができる？
・何年で返済できる？
・融資は減る、増える？

→できる限り細かく、
具体的な数字で知りたい

・債務超過解消年数
・返済後キャッシュフロー
・債務償還年数
・融資残高の推移

　　　　が掲載されていますか？

コツを理解している事業計画が
2021年の情報開示を救う

株式会社◯◯



ご入金確認後、マイページの案内をもってセミナー受付とさせていただきます。

【住宅不動産】Withコロナで成長軌道に乗せる資金調達戦略　　　お問合せNO．S070047
【エネルギー】Withコロナで成長軌道に乗せる資金調達戦略　　　お問合せNO．S070045
【webセミナー】自動車業界向け 資金調達・財務戦略セミナー　　 お問合せNO．S070897
【webセミナー】物流業界向け 資金調達・財務戦略セミナー　　　 お問合せNO．S070896

開 催 要 項

お申込みはこちらからお願いいたします

お問合せ
●申込みに関するお問合せ：天野
●内容に関するお問合せ：石田・谷0120-964-000 （平日9:30～17:30)

株式会社 船井総合研究所

TEL

お申込方法
下記QRコードよりお申込みください。クレジット決済が可能です。 受講票はＷＥＢ上でご確認いただけます。
または、船井総研ホームページ（www.funaisoken.co.jp）、右上検索窓にそれぞれのお問い合わせNoを入力、検索ください。

●お支払いが、クレジットの場合はお申込み手続き完了後の案内（メール）をもって、セミナー受付とさせていただきます。銀行振込の場合はご入金確認後、お送りする案内（メール）をもってセミ
ナー受付とさせていただきます。●銀行振込の方は、税込金額でのお振込みをお願いいたします。お振込みいただいたにも関わらずメールがお手元に届かない場合や、セミナー開催４営業日前ま
でにお振込みできない場合は、下記お申込み担当者へご連絡ください。なお、ご入金が確認できない場合は、お申込みを取消させていただく場合がございます。●ご参加を取り消される場合は、開
催3営業日（土・日・祝除く）前まではマイページよりキャンセルをお願い致します。それ以降は下記事務局宛にメールまたはお電話にてご連絡ください。尚、ご参加料金の50％を、当日の欠席は
100％をキャンセル料として申し受けますのでご注意ください。

受講料

一般価格 税抜 10,000円

会員価格 税抜

日時・会場

●会員価格は各種経営研究会・経営フォーラム、および社長onlineプレミアムプラン（旧：FUNAIメンバーズPlus）へご入会中のお客さまのお申込に適用となります。

（税込11,000円）／一名様
（税込8,000円 8,800円）／一名様

住宅・不動産業界

住宅・不動産業界

2021年 4月7日（水）

2021年 4月8日（木）

16:00-17:30

13:00-14:30

2021年 4月7日（水）

2021年 4月8日（木）

13:00-14:30

16:00-17:30

物流業界

自動車業界

エネルギー業界

3月31日（水）オンライン  申込締切日：3月27日（土）
4月16日（金）オンライン   申込締切日：4月12日（月）

エネルギー業界
3月31日（水）オンライン  申込締切日：3月27日（土）
4月16日（金）オンライン　申込締切日：4月12日（月）

自動車業界
4月7日（水）オンライン 　  申込締切日：4月3日（土）
4月8日（木）オンライン  　  申込締切日：4月4日（日）

物流業界
4月7日（水）オンライン  　 申込締切日：4月3日（土）
4月8日（木）オンライン  　  申込締切日：4月4日（日）

お申込期限：4月3日（土）

お申込期限：4月4日（日）

お申込期限：4月3日（土）

お申込期限：4月4日（日）

本講座はオンライン受講となっております。諸事情により受講いただけない場合がございます。ご了承ください。オンラインミーティングツール「Zoom」を使用いたします。
Zoomご参加方法の詳細は「船井総研 web参加」で検索

（ログイン開始15:30より）

（ログイン開始12:30より）

（ログイン開始12:30より）

（ログイン開始15:30より）

2021年 3月31日（水）

2021年 4月16日（金）

16:00-17:30

16:00-17:30
お申込期限：3月27日（土）

お申込期限：4月12日（月）

（ログイン開始15:30より）

（ログイン開始15:30より）

2021年 3月31日（水）

2021年 4月16日（金）

13:00-14:30

13:00-14:30
お申込期限：3月27日（土）

お申込期限：4月12日（月）

（ログイン開始12:30より）

（ログイン開始12:30より）

住宅・不動産業界：070047　エネルギー業界：070045　自動車業界：070897　物流業界：070896


