
１３：３０～１５：３０ 決算書の見方　税金の種類と構造 　　１３：３０～１５：３０ 　　税務調査とは　税務調査と節税対策

１．決算書とは？ ４．税務署がみる決算書のポイント 　　１．税務調査とは ４．税務調査で注意すべき点
２．貸借対照表とは？ ５．税金の種類と構造 　　２．準備と対応 ５．節税対策
３．損益計算書とは？ 　　３．税務調査のポイント

【講師】　中田　耕司 （税理士） 　　【講師】　中田　耕司 （税理士）

１３：３０～１５：３０ 労務管理の基礎と接遇 　　１３：００～１５：３０

１．人事労務トラブル等 　　１．自分の持ち味とは何か
①採用時 ②雇用契約管理 　　２．自分を高め、チームを高める持ち味カードの活用法
③労務時間管理 ④年次有給休暇管理

２．ストレスをためない労務管理 　　　　【講師】　杉本　智子 （社会保険労務士）
　　　　　【講師】　杉本　智子 （社会保険労務士）

１３：３０～１５：３０ 労務管理の基礎講座 　　１３：３０～１５：３０　　医療・介護における環境の変化と今後の対応

１．労働基準法の基礎知識 　　１．高齢化の実態
２．就業規則と労務管理 　　２．高齢化に伴う医療・介護制度の変遷

【講師】　壁谷　裕路 （社会保険労務士） 　　【講師】　西脇　嘉之

１３：００～１５：００ 法改正に対応　相続と遺言書セミナー 　　１３：３０～１５：３０ 　　介護事業参入のための基礎知識

１．改正によって相続税がどう変わるのか 　　１．介護ビジネス基礎知識 ４．起業に関するＱ＆Ａ
２．遺言書の活用と効果 　　２．サービスの種類
３．生前対策 　　　４．教育資金贈与、住宅資金贈与の活用 　　３．専門職種と資格

【講師】　橋本　明子 （税理士） 　　【講師】　安藤　大輔

１３：３０～１５：３０ 社会福祉法人の経営実務 　　１３：３０～１５：３０ 　　人材育成と組織活性化

１．社会福祉法人を取巻く現状と課題 　　１．人材育成のポイントと管理者の役割
２．会計区分と税務 　　２．組織活性化とは
３．労務管理と福利厚生 　　　　①聴く力 　②質問する力 　③承認する力

【講師】　安藤　大輔 　　　　【講師】　杉本　智子 （社会保険労務士）

１３：３０～１５：３０ 高齢者の住まいの開設と運営 　　１３：３０～１５：３０　　病医院のためのキャッシュ・フロー経営と節税

１．高齢者を取巻く環境の変化 　　・節税は、資金の支出を伴うものです。過度な節税は、資金不足を
２．有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の違い 　　 生じます。今回はキャッシュ・フロー経営と節税について、わかりやすく
３．求められる住まいとは 　　 お話しさせていただきます。

【講師】　西脇　嘉之 　　【講師】　中田　耕司 （税理士）

会場　　弊社研修室 ■主催・お問い合わせ・お申込み先■
料金　　お１人様　５，０００円（税込）／講座 株式会社ナオ経営センター　　※弊社は、会計事務所を母体としたコンサルティング会社です。

         ※１事業所お二人目からは３，０００円（税込）／講座 〒500-8335　岐阜県岐阜市三歳町４丁目２番地１０　TEL 058-253-5411 担当　松下
締切　　お申込みセミナー開催日１週間前

申込者記載欄 （各項目ともに正確にお書き下さい） 　 

病医院・施設・事業所（ふりがな） 氏名（ふりがな） 役職

御住所（〒） 氏名（ふりがな） 役職

TEL                 －                    － FAX                 －                    －

ご参加希望にRをご記入下さい 　　□ 8/29　決算書の見方 □ 9/12　税務調査 　□ 9/26　労務管理 □ 10/16 持ち味カード

　　□ 10/17 労務管理 □ 10/24 医療・介護　□ 10/31 相続と遺言書 □ 11/21 介護事業

　　□ 1/23　社会福祉法人 □ 2/13　人材育成 　□ 2/20　高齢者の住まい □ 3/27　ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ経営

お申込み先FAX：０５８－２５３－６９５７　※必要事項をご記入の上、ＦＡＸにてお申込みください。

　　チーム力を高めるための持ち味
カード　　　体感セミナー

　これまでどの国も経験したことのない超高齢社会を迎えた現在、深刻な財源不足の状況下において社会保障制度を維持するために、その主な給
付先である医療・福祉関連の事業の将来はますます厳しさを増すことが予想されます。
　そんな環境下において今後事業を確実に発展させていくためにも、現状を再認識するとともにあらためて基本的な部分から見直してしていくこ
とが必要であると思われます。
　最新の基礎的な知識のご理解を深めていただくために下記内容でセミナーを開催いたします。ぜひともご参加いただきますようご案内申し上げ
ます。

※お申込みに関する個人情報は(株)ナオ経営センターにおいて厳重に管理し、原則として本お申し込
みの把握以外に使用・開示及び提供することはありません。ただし弊社からのご案内に使用させてい
ただくことがございます。あらかじめご了承くださいます様お願い申し上げます。

＜キリトリ線＞

チーム力を高めるための持ち味カード
開催時間 13:30～15:30 体感セミナー

１．自分の持ち味とは何か

２．自分を高め、チームを高める持ち味カードの活用法

【講師】 杉本 智子 （社会保険労務士 岐阜県社会保険労務士会所属）

労務管理の基礎と接遇
開催時間 13:30～15:30

１．人事労務トラブル等

①採用時 ②雇用契約管理 ③労務時間管理 ④年次有給休暇管理

２．ストレスをためない労務管理

【講師】 杉本 智子 （社会保険労務士 岐阜県社会保険労務士会所属）

2013/9/26（木）

決算書の見方 税金の種類と構造
開催時間 13:30～15:30

１．決算書とは？ ４．税務署がみる決算書のポイント

２．貸借対照表とは？ ５．税金の種類と構造

３．損益計算書とは？

【講師】 中田 耕司 （税理士 名古屋税理士会所属）

2013/8/29（木）
税務調査とは 税務調査と節税対策

開催時間 13:30～15:30

１．税務調査とは ４．税務調査で注意すべき点

２．準備と対応 ５．節税対策

３．税務調査のポイント

【講師】 中田 耕司 （税理士 名古屋税理士会所属）

2013/9/12（木）

2013/10/16（水）

労務管理の基礎講座
開催時間 13:30～15:30

１．労働基準法の基礎知識

２．就業規則と労務管理

【講師】 壁谷 裕路 （社会保険労務士 岐阜県社会保険労務士会所属）

2013/10/17（木）
医療･介護における環境の変化と今後の対応

開催時間 13:30～15:30

１．高齢化の実態

２．高齢化に伴う医療・介護制度の変遷

３．今後対応すべき方向性とは

【講師】 西脇 嘉之 （行政書士 岐阜県行政書士会所属）

2013/10/24（木）

法改正に対応 相続と遺言書セミナー
開催時間 13:00～15:00

１．改正によって相続税がどう変わるのか

２．遺言書の活用と効果

３．生前対策 ４．教育資金贈与、住宅資金贈与の活用

【講師】 橋本 明子 （税理士 名古屋税理士会所属）

2013/10/31（木）

介護事業参入のための基礎知識
開催時間 13:30～15:30

１．介護ビジネス基礎知識 ４．起業に関するＱ＆Ａ

２．サービスの種類

３．専門職種と資格

【講師】 安藤 大輔

2013/11/21（木）

社会福祉法人の経営実務
開催時間 13:30～15:30

１．社会福祉法人を取巻く現状と課題

２．会計区分と税務

３．労務管理と福利厚生

【講師】 安藤 大輔

2014/1/23（木）
人材育成と組織活性化

開催時間 13:30～15:30

１．人材育成のポイントと管理者の役割

２．組織活性化とは

①聴く力 ②質問する力 ③承認する力

【講師】 杉本 智子 （社会保険労務士 岐阜県社会保険労務士会所属）

2014/2/13（木）

高齢者の住まいの開設と運営
開催時間 13:30～15:30
１．高齢者を取巻く環境の変化

２．有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅の違い

３．求められる住まいとは

【講師】 西脇 嘉之 （行政書士 岐阜県行政書士会所属）

2014/2/20（木）
病医院のためのｷｬｯｼｭﾌﾛｰ経営と節税

開催時間 13:30～15:30
節税は、資金の支出を伴うものです。過度な節税は、資金不足を生

じます。今回はキャッシュフロー経営と節税について、わかりやす

くお話しさせていただきます。

【講師】 中田 耕司 （税理士 名古屋税理士会所属）

2014/3/27（木）

基礎からわかる医療福祉経営セミナー


