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　９日、あいおいニッセイ同和損保ら福岡AD倶楽

部後援による、中小企業のための銀行融資セミナ

ー「中小企業のための銀行融資～銀行格付と財

務審査より考察する、銀行の融資審査システム～

」があいおいニッセイ同和損保ビル内（福岡市博

多区）にて開催された。講師は銀行出身の経営コ

ンサルタントである青木道生氏（アジア太平洋マネ

ジメント　代表）。

　講演では、中小企業が経営を行なううえで重要

な課題である銀行融資について、同氏が銀行時代

に得た知識や経験を基に、分かりやすく解説。経

営コンサルタントとして実際に携わった案件を挙げ、どのようにして融資獲得に至っ

たかという具体例の紹介が行なわれた。「銀行側へ融資する"大義名分"をどう提示

するか」という発言に、多くの参加者から感嘆の声が聞かれた。

講演内容の一例講演内容の一例

・銀行格付けと信用リスク

・債務超過の企業における追加融資の可能性

・銀行側が納得する設備投資資金の調達方法

・資金調達時のキーワードとは

　10年６月、北九州市にオフィスを開業して以来、一貫して中小企業を専門に経営

コンサルティングを手がけてきた同氏。11年12月には業務拡大の折、福岡オフィス

も立ち上げた。資金調達を目的とした各計画書などの策定を主に手がける一方で、

大学校講師やセミナーなどへの依頼が絶えないのは、真摯にクライアントの立場

に立った上でビジネスモデルを理解し、実績を残してきたことにほかならない。独立

から３期目となる今、動きは更に加速している。

■アジア太平洋マネジメント■アジア太平洋マネジメント

所在地：北九州市八幡西区永犬丸2-13-43

ＴＥＬ：093-691-6005、090-4990-5611

ＵＲＬ：http://www.APHD.jp

※お問合せはウェブ上の問合せフォームまたは携帯電話まで

＜プロフィール＞＜プロフィール＞

青木　道生（あおき・みちお）青木　道生（あおき・みちお）

アメリカ、カナダ留学後、立命館アジア太平洋大学（アジア太

平洋マネジメント学部）を卒業。その後、地方銀行勤務を経

て10年、アジア太平洋マネジメントを開業。中小企業の融資

や体質改善のコンサルタントを多数こなす。
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チャリティコピー機「ただおき君」チャリティコピー機「ただおき君」
リース料金、トナー代、部品代、メンテ代０円
で経費を大幅削減しませんか？
www.shijikyo.com/index.php/kyoudou/tadaokikun/

日本山人参のエレガントジャパン日本山人参のエレガントジャパン
飲む健康食品「日本山人参」と化粧品「花峰
シリーズ」で新しいライフスタイルを提案いた
します。 
http://www.elegantjapan.co.jp/

JAS有機認定サプリJAS有機認定サプリ
ヤマノのマカは、おかげさまで販売実績は35
万個を超えました 
http://www.maka.co.jp/

家賃収入１億3,000万円の大家が語る不動産
投資セミナー 

幻想的な光の饗宴～『八女上陽第25回ホタ
ルと銘茶まつり』開催 

【６／７】健食セミナー「世界のニュートリショ
ン市場トレンド」開催 

銀行融資の本質は？　青木道生氏が講演
～「中小企業のための銀行融資」 

小倉北区足立で中古マンションのオープンハ
ウス開催 

総合メディカル（株）～経営陣の若返り図る 

知財戦略を極める絶好の機会！　弁護士と
弁理士による無料相談会を定期的に開催 

【年収【年収750万以下の方、お断り】万以下の方、お断り】  【限定】年収1000万以上の求人を掲載する ハイクラス転職サイト《登録無料》 www.bizreach.jp

新規事業領域への進出新規事業領域への進出  企業の課題をM&Aで解決する 日本MAソリューション www.masolutions.co.jp

アメリカの税法・税金関係アメリカの税法・税金関係  総合的な視点で資産全体のアドバイス 税金申告、相談、問題解決サポート www.tprofessional.jp

Ads by Google

倒産債権

倒産

経済情報

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.data-max.co.jp/
http://ib-tousan.jp/
http://ib-kenko.jp
http://ib-kensetsu.jp
http://ib-sumai.jp
http://ib-specialist.jp
http://www.data-max.co.jp/
http://www.data-max.co.jp/index.html
http://www.data-max.co.jp/topnews.html
http://www.data-max.co.jp/economy.html
http://www.data-max.co.jp/politics.html
http://www.data-max.co.jp/photo_news.html
http://www.data-max.co.jp/picup.html
http://www.data-max.co.jp/tousan.html
http://www.data-max.co.jp/kyujin.html
http://www.data-max.co.jp/kousin.html
http://www.data-max.co.jp/takashima_kokuchi.html
http://www.data-max.co.jp/genpatu.html
http://www.data-max.co.jp/sigyo.html
http://www.data-max.co.jp/tohokujishin.html
http://www.data-max.co.jp/tousan_ou.html
http://www.data-max.co.jp/interview.html
http://www.data-max.co.jp/food_service_industry.html
http://www.data-max.co.jp/tokyo_report.html
http://www.data-max.co.jp/community.html
http://www.data-max.co.jp/saiban.html
http://www.data-max.co.jp/bestdenki.html
http://www.data-max.co.jp/itosima_ro-karu.html
http://www.data-max.co.jp/netib.html
http://www.data-max.co.jp/spcover.html
http://www.data-max.co.jp/keizai_novel.html
http://www.data-max.co.jp/closeup.html
http://www.data-max.co.jp/kyusyu_zyosei.html
http://www.data-max.co.jp/kodama.html
http://www.data-max.co.jp/jinseikiwameru.html
http://www.data-max.co.jp/snsi_nakata.html
http://www.data-max.co.jp/shinsou_watch.html
http://www.data-max.co.jp/kiyoaki.html
http://www.data-max.co.jp/hamaguchi.html
http://www.data-max.co.jp/chaina_business.html
http://www.data-max.co.jp/shanhai_report.html
http://www.data-max.co.jp/nakasu_br.html
http://www.data-max.co.jp/trend.html
http://www.data-max.co.jp/daikyousou.html
http://www.data-max.co.jp/shokuhin_eigyou.html
http://www.data-max.co.jp/fujiyama_ittou.html
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.data-max.co.jp%2F2012%2F05%2F21%2Fpost_16446_dm1324_1.html&t=%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%81%AE%E6%9C%AC%E8%B3%AA%E3%81%AF%EF%BC%9F%E3%80%80%E9%9D%92%E6%9C%A8%E9%81%93%E7%94%9F%E6%B0%8F%E3%81%8C%E8%AC%9B%E6%BC%94%EF%BD%9E%E3%80%8C%E4%B8%AD%E5%B0%8F%E4%BC%81%E6%A5%AD%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E9%8A%80%E8%A1%8C%E8%9E%8D%E8%B3%87%E3%80%8D%EF%BC%9A%EF%BD%9CNetIB-NEWS%EF%BD%9C%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%B9&src=sp
http://www.aphd.jp
http://www.data-max.co.jp/contact/index.html
http://vsc.send.microad.jp/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=20613__snr=1__zoneid=5326__OXLCA=1__cb=f785b96091__oadest=http%3A%2F%2Fwww.shijikyo.com%2Findex.php%2Fkyoudou%2Ftadaokikun%2F
http://vsc.send.microad.jp/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14526__snr=1__zoneid=5326__OXLCA=1__cb=ff3cf7786c__oadest=http%3A%2F%2Felegantjapan.co.jp%2F
http://vsc.send.microad.jp/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14536__snr=1__zoneid=5326__OXLCA=1__cb=12bf299480__oadest=http%3A%2F%2Fwww.maka.co.jp
http://vsc.send.microad.jp/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=14500__snr=1__zoneid=5324__OXLCA=1__cb=6ee2414f8a__oadest=http%3A%2F%2Fwww.kose-re.jp%2F
http://www.data-max.co.jp/contact/ryutsuu.html
http://www.data-max.co.jp/asia/
http://www.data-max.co.jp/2012/05/22/3000_5_dm1440_1.html
http://www.data-max.co.jp/2012/05/22/25_32_dm1716_1.html
http://www.data-max.co.jp/2012/05/21/post_16446_dm1223_2.html
http://www.data-max.co.jp/2012/05/18/post_16446_dm1440_1.html
http://www.data-max.co.jp/2012/05/18/post_16446_dm1526_1.html
http://www.data-max.co.jp/2012/05/18/post_16446_dm1742_1.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


その他のカテゴリー

地域づくりにマーケティン

グ発想を

福岡への提言

書評・レビュー

読者投稿・ご意見メール

連載コラム

最新情報最新情報

耳より情報

企業

経済

流通

建設

住宅・不動産

健康・医療

最新金融情報

政治

行政

社会

発信！北九州

信用調査レポート

倒産情報（九州・山口）

倒産情報（全国）

イベント情報

セミナー情報

新商品・新技術

会社情報

ごあいさつ

会社概要

業務内容

事業所一覧

リクルート

※記事へのご意見はこちら

セミナー情報 2012年5月22日 11:16

セミナー情報 2012年5月21日 14:30

セミナー情報 2012年5月21日 13:00

セミナー情報 2012年5月17日 11:19

自立する地域社会 2012年5月15日 15:00

セミナー情報 2012年5月10日 17:11

セミナー情報 2012年5月 2日 13:06

セミナー情報 2012年4月27日 13:14

セミナー情報 2012年4月12日 15:26

セミナー情報 2012年4月11日 15:33

セミナー情報 2012年4月 5日 13:40

セミナー情報 2012年4月 5日 07:00

セミナー情報 2012年3月19日 14:40

セミナー情報 2012年3月13日 17:44

セミナー情報 2012年3月 6日 10:58

セミナー情報 2012年2月24日 18:14

セミナー情報 2012年2月22日 16:00

セミナー情報 2012年2月21日 16:00

セミナー情報 2012年2月16日 16:00

セミナー情報 2012年2月15日 16:00

セミナー情報一覧

家賃収入１億3,000万円の大家が語る不動産投資セミナー

【６／７】健食セミナー「世界のニュートリション市場トレンド」開催

銀行融資の本質は？　青木道生氏が講演～「中小企業のための銀行融資」

【～５／19】全国で大好評！住環境に生かせる「家相風水セミナー」開催!!

歴史を学び「自立する日本」へ 井上政典氏が講演～アンビシャス福岡第１回

「交通事故」のスペシャリストが無料相談会を開催～上野正成行政書士事務所・ア

ジア総合法律事務所

薬膳料理「天地礼心」で陽明学勉強会～特別ゲストに「江戸しぐさ」の越川禮子先

生

iPadを使ったソフトバンク活用の無料セミナー～大反響につき再開催【５/22から】

【5/17】実践型経営セミナー「福岡ケーススタディ塾」　第３クール始動！

ソフトバンクを活用した業務改善セミナー～４月17日18日19日に無料開催

無料セミナー「自律型人財と最強の組織づくり」～（株）ハッピーライフ

【4/21】知行合一・環境に囚われない生き方とは？～橘一徳氏の陽明学講座

30社限定！リピート通販促進セミナーを開催

【緊急告知】脱原発の実践リーダーが集結！WFが16日に日本復興講演会

【3･18】「コーチング」を人生に活用！～魂のコーチング・田中伸一氏

【3/14開催】　戦略マネジメントゲーム公開セミナー

【２/27】企業のための中国進出セミナーをアクロス福岡で開催！

人気セミナー講師・松尾昭仁氏が再来福！～３月10日に福岡市で講演

「自律・自立型人財と強い組織のつくり方」無料セミナー～（株）ハッピーライフ

２月20日、（財）建設経済研究所が建設産業の展開について講演会を開催

イベント情報 2012年5月18日 10:14

建設 2012年5月18日 07:00

イベント情報 2012年5月18日 07:00

イベント情報 2012年5月17日 13:02
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傑物経営者シリーズ・世界を舞

台に挑戦続ける

●建築家　有馬 裕之 氏

●南アジア最大の

　 「クラ地峡新運河」開発

●個人力が無限のパワーを

　 発揮する時代 ●(株)ウチヤ

マホールディングス

　 代表取締役社長　内山 文治

氏

企業アーカイブ

家電再編の行方、ビック＝コジ

マ連合に

エディオンとベストは合流する

のか？

情報誌Ｉ・Ｂ一覧はこちら

弁理士による無料相談会を定期的に開催 

太平道路（株）と（株）東田中建設を表彰～第
９回 福岡市工事成績優良業者 

【６/11】エコライフを体感できるイベント～や
さしい生活cafe 

"海"のうねりと"岡"の鼓動が大綱を揺るが
す～「呼子大綱引」開催 

円高円高70円と株暴落の前兆円と株暴落の前兆  www.kabunogakkou.com
なぜいま株価が乱高下するのか？ 株で勝つ人負ける人の
違いとは何か

アメリカでの確定申告ならアメリカでの確定申告なら  www.usa-consultants.com
アメリカの日本人会計士が、 あなたの米国確定申告を完全
サポート

e法務ディスカバリなら法務ディスカバリならAOS eLaw.jp
訴訟・不祥事のデータ復元・証拠開示 支援サービスを低コ
ストで提供

Californiaの元気なの元気な IT会社会社  seeknetusa.com/
ウェブサイト、ERP、プログラム各種、 全米どこからでもご相
談ください！
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