創業をお考えの方へ

タ
ス
ぐ
ル
ー
スク
22

事 業を受け継いでスタートする
新たな創業のカタチ

20

大盛況につき、今年も開催

「継ぐスタ」とは、事業を譲り渡したいと考えている経
営者の方から、
「事業を受け継いでスタートする」創業
形態を意味します。本スクールは、政策金融機関である

基礎編 1日 + 実践編 5 日
計 6 日間のオンラインスクール
対象者

日本政策金融公庫が、
「継ぐスタ」の実現とその後の円
滑な経営に必要な知識習得をサポートします。

受 講料

創業をお考えの方

開催方式

無料

Zoom ミーティング

開催概要

［ 基礎編 ］

［ 実践編 ］

定員

定員

300 名（先着順）

60 名（先着順）

日程

日程

2022 年

8月20日（土）14 時 〜17 時

申込について
申込期限

2022 年 8 月18 日（木）12 時まで

下記 URL または 右記 2 次元バーコードより
必要事項を入力してお申込みください。

https://krs.bz/jfc̲seminar/m/tsugusuta̲school2022

お問い合わせ先
個人情報の
取扱いについて

日本政策金融公庫 事業承継支援室

TEL

2022 年

8 月 31 日（水）
、9 月 7 日（水）
、
14 日（水）
、21 日（水）
、28 日（水）
各日19 時 〜21時
実践編は、基礎編を受講した方を対象とし、
基礎編の実施後に参加者を募集します。

03 -3270 -1395

主催
日本政策金融公庫

申込時にご提供いただきました情報は、本講座の運営及びアンケートの実施等による調査・研究、情報提供に使用させていただくものであり、それ以外
の目的では使用いたしません。なお、本講座へのお申込をもって、個人情報の取扱いについて同意いただいたものとさせていただきます。

日本公 庫 事 業 承 継マッチング

検索

https://www.jfc.go.jp/n/ﬁnance/jigyosyokei/matching/

「継ぐスタ・スクール」の内容

日本公庫 事業承継マッチング

検索

https://www.jfc.go.jp/n/ﬁnance/jigyosyokei/matching/

カリキュラム
特長 1

特長 2

特長 3

全講座オンラインの双方向型スクール。創

場所を選ばずどこからでも受講可。実践編で

業・事業承継支援に関する豊富な経験を持つ

は双方向性を活かして講師とだけでなく受

講師陣の講義に加え、
「継ぐスタ」実践者の

講者同士の交流もできます！

「継ぐスタ計画書」の作成を、ご希望に応じ、
日本公庫の相談員がサポートします！この
「継ぐスタ計画書」は、
日本公庫「事業承継マッ
チング支援」への申込時に利用できます！

リアルな経験談をライブで配信します！

［ 基礎編 ］
日程

8/20（土）

講義科目

担当講師

What 's 継ぐスタ

日本公庫

受け継ぐ者の本分

大木ヒロシ
渋谷雄大
日本公庫

継ぐスタへの道
継ぐスタ実践者が語る！

主な講義内容
継ぐスタの内容や特徴、具体的な事例等を解説
事業承継を実践した当事者 2 人の本音の対談
Ｍ＆Ａの様態、日本公庫の「事業承継マッチング支援」の
活用方法等を解説

日本公庫
継ぐスタ実践者

「継ぐスタ」を実現した経営者が「継ぐスタ」のリアルを語る！

担当講師

主な講義内容

［ 実践編 ］
日程

8/31（水）
9/7（水）
9/14（水）

講義科目

Ｍ＆Ａ実践講義①

大原達朗

M＆A プロセス、企業評価等の講義

Ｍ＆Ａ実践講義②

大原達朗

M＆A プロセス、企業評価等の講義（続き）

継ぐスタの資金調達

日本公庫

公庫の事業承継向け融資制度、融資事例等の講義

中小企業の会計・税務・労務

佐藤一義

会計・税務・労務の基礎知識等を解説

継ぐスタ・プランニング①
前編）

渋谷雄大

受け継いだ事業を成長させるビジネスモデルの
作り方に関する講義、ワークアウト

継ぐスタ・プランニング②
後編）

渋谷雄大

前編の講義を踏まえて作成したビジネスモデルについて、
受講者間でディスカッション

9/21（水） （ビジネスモデル策定
9/28（水） （ビジネスモデル策定
講師紹介

担当講師のプロフィールをご紹介します

渋谷 雄大

大木 ヒロシ

●ジャイロ総合コンサルティング
株式会社 代表取締役社長
●中小企業診断士

●ジャイロ総合コンサルティング
株式会社 創業者
●中小企業大学校講師

大学卒業後、訪問販売会

フランチャイズチェーン

専門チェーン事業部門の

社を経て、サプリメント

責任者として活動するも
同社が倒産、事業の譲渡
交渉を担当する。現在は

ジャイロ総合コンサル

ティング（株）を承継し、営業強化、店舗戦略、
人材育成、Web コンサルティングなど幅広い

分野でコンサルティングを実践。講演数は年
間 150 回を超える。

大原 達朗

●一般財団法人日本 M&A
アドバイザー協会代表理事
●ビジネス・ブレークスルー大学教授
●公認会計士

佐藤 一義
●税理士・中小企業診断士

ビジネス・ブレークスルー

千葉大学卒業後、オース

持 ち、そ の 経 験 を 基 に、

（MBA）
。青山監査法人プ

て、学習塾業界に就職し、

ティングを業務とする

に入社し、国内外の会計

大学 経営学研究科修了

を複数立ち上げた経験を

ライスウオーターハウス

セミナーおよびコンサル

監査等を担当。2004年大

ジャイロ総合コンサル
テ ィ ン グ（株）を 立 ち 上

げる。大手企業から中小企業・商店までの多

くのコンサルティングにおける成功事例を持
ち、年間講演回数は 200 回を超える。現在は

代表を譲り、会長として同社を支えている。

原公認会計士事務所を開

業独立。2010年には日本M&Aアドバイザー協
会を設立。2014年に中央経済社から出版した

「この1冊でわかる！ M& A実務のプロセスとポ
イント」は24刷のベストセラーとなった。

トラリアでの生活を経
地域ナンバーワン化に貢
献。その後、会計事務所
に転職し、創業から事業

承継・相続まで一通りの

業務を経験、累計 400 件以上の相談・申告を

行う。現在は税理士として税務相談・申告を

行いつつ、経営者目線でビジネス全体を最適
化するコンサルティングを行っている。

お問い合わせ・お申込先
日本政策金融公庫 事業承継支援室

TEL.

03 -3270 -1395

※お電話でのお申込は承っておりませんのでご注意ください。

下記 URL または2次元バーコードより必要事項を入力して
お申込ください。
https://krs.bz/jfc̲seminar/m/tsugusuta̲school2022

