
急加速する時代の変化を見据え、お金の未来と事業の未来を考える！

【主催】 株式会社S・Y ワークス / 税理士法人 S・Y

新時代の事業発展
2018年 ▶ 2040年

を実現する３つの視点を学ぶ１日集中セミナー

2018年

7月10日（火）

【
場
所
】

フクラシア
東京ステーション

【
時
間
】

12:30～18:10

【
定
員
】

50名
※お申込み先着
順となります。

【
料
金
】

※月刊オーディオ、SYサークル、佐藤塾、
素心塾、南魚沼佐藤塾、菓子研、
後継者育成学校の会員様です。

32,400円(税込)/名

S・Y会員様は29,160円 (税込)/名
※

既存の事業発想が通じない時代転換期だからこそ、知って
おかなくてはならない事業の組み立て方、事業承継、そして
お金の未来を一気に学べるセミナーです。他では聴くことができない
豪華ゲスト講師の方をお届け致しますので、ぜひご参加下さい。

プルデンシャル生命保険株式会社
エグゼクティブ・ライフプランナー

高塚伸志氏

株式会社 マネーフォワード
代表取締役社長 CEO

辻庸介氏

新企画

高塚伸志氏 × 辻庸介氏 × 青谷貴典

会計業界と事業承継の10年後を考える

【対象】

会計士・税理士
の皆様



永続事業 の在り方は、

次の１０年で根底から変わります。
業務の革新、事業承継、相続対策、
人財育成、機動的計画－
既存の延長戦的思考では対応できない
時代の到来、未来創造的な永続事業
とは何かを共に学びましょう。

百年企業を提唱させて頂き30年以上となりますが、今ほど先が

不透明であり、不確実な時流下はなかったように思います。量的

拡大を企業の成長と捉える視点では、立ち行かないケースが多々

見られ、これまで増収ベースで経営計画を組んでいた優良企業ですら、

“いかに減収増益を試みるか”という方向に舵を切っています。

しかし、本質は普遍なものです。歴史という過去からのメッセージを

じっくり紐解き、「いかにしてより良き未来を手渡すか」という一点

と真剣に向き合うことで、事業とは確信を得ることが出来ます。

今回は、「事業発展」というメインテーマのもと、お金とネットの

プロフェッショナル、財産相続や保険戦略のプロフェッショナルと共に、

未来創造的な事業の在り方を、学んでいきたいと思います。

皆様のご参加をお待ち申し上げております。

株式会社 S・Yワークス

代表取締役 佐藤芳直

□新たに事業計画を構築しようと考えていらっしゃる方。

□事業計画に伴う、お金に対する考え方を知りたい方

□これからの人財育成の計画をどのようにしていくかを知りたい方。

□これからの事業承継をどう考えるかお困りの方。

□永続経営の為の保険戦略をどうすれば良いか知りたい方。

□みなし相続財産の有効活用を知りたい方。 etc...

このような方はぜひご参加下さい



クラウド会計、家計簿アプリ、・・・業界の常識を数年で変えた、
今最も業界で注目を集める起業家が初登壇！！

【第３/第４講座】

特別ゲスト
講師

株式会社 マネーフォワード
代表取締役社長 CEO

辻 庸介氏
2001年京都大学農学部卒業、

2011年ペンシルバニア大学ウォートン校MBA修了。

ソニー株式会社、マネックス証券株式会社を経て、

2012年に株式会社マネーフォワードを設立。

個人向けの自動家計簿・資産管理サービス

「マネーフォワード」、ビジネス向けのクラウドサービス

「MFクラウドシリーズ」などを提供。

2017年9月に東京証券取引所マザーズ市場に上場。

2014年1月ケネディ米大使より「将来を担う起業家」

として米国大使館賞受賞。

同年2月ジャパンベンチャーアワード2014にて起業を目指す

者の模範」としてJVA審査委員長賞受賞。

同年3月電通国際情報サービス「金融イノベーション

ビジネスカンファレンス FIBC2014」において大賞受賞。

2018年2月には、第4回「日本ベンチャー大賞」

にて、審査委員会特別賞を受賞。

一般社団法人新経済連盟幹事、経済産業省

FinTech検討会合委員。

「新時代の事業発想とお金の考え方」

煩雑な業務を効率化！本当にお客様に喜ばれる仕事に集中する
ための仕組みを導入することが、これからの時代には必要となります。

マネーフォワード

MFクラウド会計

辻氏は、マネーフォワードHPの代表挨拶にて、『私は、「インターネット」と「お金」の世界で
10年近くビジネスをやってきましたが、インターネットの力をうまく使えば「お金に関する不安」を少し
でも軽減することができ、またお金について悩む時間も少なくでき、人生で他に大事なことに時間を
さけるようになるのではないか。そして、一人ひとりの力は小さいけれど、ソーシャルプラットフォームで集合
知が集まれば、人生を豊かにするような、お金に関する素晴らしいサービスが作れるのではないか、と
信じています。』と発信されています。絶対的に生産年齢人口が不足するこれからの日本社会
においては、言うまでもなく“人財と組織の再構築”が重要となります。単純作業はAI等のシ
ステムに移管し、お客様へのサービスや本当に人間にしか出来ない仕事に集中できる環境を構築
する。それをサポートするための仕組みを開発された、その発想をお聴きします。

当
社
セ
ミ
ナ
ー
初
登
壇



【第２/第４講座】

特別ゲスト
講師

プルデンシャル生命保険株式会社
エグゼクティブ・ライフプランナー

高塚 伸志氏
『永続経営を目指す経営者を応援したい』をモットーに、

北海道・関東圏を中心に全国で活動。オーナー経営者

への事業承継・相続事前対策に専門特化し、多くの

経営者や税理士や会計士、弁護士等の士業の方々

からの相談も多い。

生命保険営業職の優績者の世界組織MDRTの最上位

TOT会員（2018年度）でもあり、長年にわたり圧倒的

成果をあげ続けている。

ドラッカー理論をベースにした、その営業ノウハウも分かりやすく、

社内外での研修や、大学（2018年度中央大、

青山学院大）での営業講座の講師を務めるなど、

ドラッカー理論実践者としても活躍中である。

ドラッカー学会会員2005年3月小樽商科大学大学院

修士課程経営管理コース修了。

趣味 ジョギング、ゴルフ、旅行（食べ歩き）

【スペシャルディスカッション】

高塚伸志氏 × 辻庸介氏 × 青谷貴典

会計業界と事業承継の10年後を考える

税理士法人S・Y代表社員

第４
講座

永続経営に必要な財産相続、保険戦略はどうすべきか！？
事業承継のために今知っておくべき考え方をプロに学ぶ！

「これからどう生きるか！？－

将来を見据えた相続と生存対策」

AIをはじめとする各種サービスの発達により、これまでのように
仕事が得られるとは限らないと言われる会計業界。しかし、
本当に仕事が無くなっていくものなのか！？
公認会計士であり、税理士法人S・Yの代表社員
を務める青谷貴典が、今後の会計業界の未来について
第一線で活躍されるゲスト講師に、その行く末を投げかけ、
これからの会計業界の未来に関してディスカッションを行います。

税理士法人S・Y
代表社員
青谷 貴典



講 座 の ご 案 内

講座時間 講座名 講師

【受付開始】 12:00～ ※昼食はお済ませの上お越しください

【第一講座】
12:30～13:20
(50分)

「今こそ事業発展の新しい形を考える時」
株式会社 Ｓ・Ｙワークス
代表取締役

佐藤 芳直

【第二講座】
13:30～14:20
(50分)

「これからどう生きるか！？－

将来を見据えた相続と生存対策」

プルデンシャル生命保険株式会社
エグゼクティブ・ライフプランナー

高塚 伸志氏

【第三講座】
14:30～15:50
(80分)

「新時代の事業発想とお金の考え方」
株式会社 マネーフォワード
代表取締役社長 CEO

辻 庸介氏

【第四講座】
16:00～16:30
(30分)

【スペシャルディスカッション】

高塚伸志氏 × 辻庸介氏 × 税理士法人S・Y代表社員青谷貴典

会計業界と事業承継の10年後を考える

【第五講座】
16:40～17:20
(40分)

「ヴィジョンを実現する

事業計画と人財創造計画の一体化」

株式会社 S・Yワークス
上席執行役員

久保 翔平

【第六講座】
17:30～18:10
(40分)

「お金の未来と、経営の未来」
株式会社 Ｓ・Ｙワークス
代表取締役

佐藤 芳直

※講座テーマは一部変更となる可能性がございますので、予めご了承下さい。

【講師紹介】

上席執行役員
マーケティングコンサルタント
未来制作室室長

久保翔平

代表取締役
経営コンサルタント

佐藤芳直

第１・６講座 第５講座

1981年早稲田大学商学部を卒
業後、株式会社日本マーケティングセ
ンター（現株式会社船井総合研究
所）に入社。船井総研2人目の上
席コンサルタントになる。2006 年 3 月、
同社常務取締役を退任。同年 4
月に家業である会計事務所を統合し、
財務戦略と経営コンサルティングを主業
とした株式会社S・Yワークスを設立、
代表取締役に就任。「経営の目
的は永続にあり」の哲学のもと、“百
年企業の創造”を提唱し、その一
貫した佐藤哲学には熱烈な信者が数
多く存在する。

2009年東北大学農学部を卒業
後、㈱S・Yワークスに入社。2016
年より現職。佐藤芳直哲学の元、
食の業界を中心に、現場の実務推
進から戦略構築まで幅広いコンサルティ
ング業務に従事。主に企業のブランディ
ング、未来のヴィジョンやグランドデザイン構
築プロジェクトに多く携わる。近年は事
業計画に人財創造計画を一体化さ
せたプランニングの研究をし、永続企業
の基盤となる考え方の提案をしている。



概要
■平成30年7月10日（火）12：30～18：10（受付開始12：00～）

■料金：32,400円（税込）

会場
フクラシア 東京ステーション

■所在地：〒100-0004 東京都千代田区大手町2-6-1 朝日生命大手町ビル5F,6F
■電話番号：03-6430-9355 

申込み
方法

同封のお申込書に必要事項をご記入の上、FAXにてお送り下さい。または下記URLより直接弊社HP
からお申込み下さい。お申込みを確認いたしましたら、担当者よりお電話をさせて頂きます。

（※ご請求書が必要な場合は、その際にお申し付け下さい）

その後、ご入金が確認でき次第、お申込み完了となります。

注意事項
【重要】

【キャンセルポリシー】
セミナー申込み後のキャンセルのお申し出がある場合は、開催日の３営業日前（７月５日）以降のご
連絡は、ご参加費用の50％、当日及び無断欠席は参加費用の100％をキャンセル料として申し受けま
すので予めご了承下さい。

お振込み先

みずほ銀行 仙台支店(店番号：723） 普4326931

口座名義：株式会社S．Yワークス

(注：SとYの間に「・」ではなく「．」ピリオドが入ります）

※なお、お振込み手数料はお客様負担とさせていただきます。

検索ＳＹＷ でＨＰから

電話でのお問い合わせ

022-722-2007
受付時間：月～金 9:30～17:30 担当：久保・村山・色川
メールでのお問い合わせはこちらから MAIL: murayama@syw.jp

お

問

合

せ

お 申 込 み に 関 し て

スマートフォンからのお申込み

右のQRコードから、直接申込ページへアクセスして下さい。

セミナーコード：25775

※S・Y会員様は29,160円 (税込)/名

株式会社S・Yワークスは、仙台を拠点に
全国各地で活躍する、佐藤芳直を中心と
した経営コンサルタント集団です。地域
一番企業のための経営計画書の策定、
新ブランド・新業態創造、経営理念の策
定・浸透、売場・組織改善、評価制度の
作成、社員や教職員の人財育成研修ま
で幅広く経営のお手伝いを致します。

■株式会社S・Yワークスのご案内 コンサルティング理念

～百年企業を創る～

経営の目的は永続にあります。

私たちは百年続く企業を創るお手伝いをすることを誇りとします。

そのために、企業の理念、理想の在り方を皆様と共に追求し、

国、地域、そしてお客様にとって何物にも代え難い存在

となることを共に目指します。そんなお手伝いを、志高く、

どんな時でも、全てに優先いたします。


