
 

 
  
近時、金融業界においては、反社会的勢力の排除に向けた対応と、中小企業に対する再生支援の推進強化

が求められています。昨年は、前者について提携ローンに係る行政処分が、後者について経営者保証に関する

ガイドラインの公表が大きな話題となりました。 

 このような中、本年は、各金融機関において、「反社会的勢力の排除」と「中小企業の再生支援」に関し、より一

層の対応及び実践が期待されるものと想定されます。 

 本セミナーでは、これらのテーマについて、知見・経験を有する弁護士法人中央総合法律事務所の弁護士と数

多くの企業の経営支援を手掛けるリッキービジネスソリューション株式会社の専門家により、今後の実務に有益な

情報を提供させていただきます。 皆様のご参加をお待ちしております。 

日時：  東京– 2014 年 4 月 15 日（火） 10:00～13:00 （受付 9:30～） 、14:00～17:00（受付 13:30～） 

大阪– 2014 年 4 月 18 日（金） 10:00～13:00 （受付 9:30～） 、14:00～17:00（受付 13:30～） 

会場：  東京 – 朝日生命大手町ビル 27 階 大手町サンスカイルーム（A 室） 
http://www.sunskyroom.jp/otemachi/traffic.htm 

（JR「東京駅」日本橋口徒歩 1 分、丸の内線・東西線・千代田線・半蔵門線・三田線「大手町駅」徒歩 1 分） 
大阪 – 大阪中之島ビルＢ1Ｆ ＴＫＰ大阪淀屋橋カンファレンスセンター（ホール A） 

 http://tkpyodo.net/access.shtml 
（御堂筋線「淀屋橋駅」徒歩 3 分、四つ橋線「肥後橋駅」徒歩 3 分、京阪中之島線「大江橋駅」徒歩 1 分） 

受講料： 無料 
 
  
 

 

各会場のスケジュール（２部入替制 講演の内容・順番は変更となる可能性がありますのでご了承ください） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

弁護士法人中央総合法律事務所 リッキービジネスソリューション株式会社 共催セミナー 

「反社会的勢力排除」・「中小企業再生支援」の実践 （東京・大阪） 

午前の部  「反社会的勢力の排除に向けた対応」 

10:00～  開会ご挨拶 
－ 安保 智勇 弁護士 

10:10～  金融庁の公表資料・改正監督指針等を踏まえ

た反社対応に係る態勢整備上の留意点 
－ 國吉 雅男 弁護士 

11:15～  反社対応で注目すべき近時の裁判例等  
－  中村  健三 弁護士 

12:15～  ディスカッション・質疑応答 

午後の部  「中小企業再生支援に向けた対応」 

14:05～  中小企業再生支援の現状と課題 
－  吉田 浩二 シニアマネージャー 

14:45～  中小企業再生支援の現場から  
－  坪内 俊樹 マネージャー 

15:30～  準則型私的整理の活用 
－ 山田 晃久 弁護士 

16:15～  ディスカッション・質疑応答 

16:55～  閉会ご挨拶 
        － 錦野 裕宗 弁護士 

17:00～  懇親会 （軽食とお飲み物を用意しておりますので、お気軽

にご参加ください。） 

セミナーお申し込みは セミナー専用アドレス seminar@clo.gr.jp にて受付いたします 

お申し込みの際は、貴社名・参加者のお名前・部署名・ご連絡先（ご住所、Tel、Fax、e-mail 等）及びご希望の会場・

ご希望の回（午前の部・午後の部）をお知らせくださいますよう、お願い申し上げます。 

東京会場 （2014 年 4 月 15 日） 大阪会場 （2014 年 4 月 18 日） 

午前の部  「反社会的勢力の排除に向けた対応」 

10:00～  開会ご挨拶 
－ 中務 嗣治郎 弁護士 

10:10～  金融庁の公表資料・改正監督指針等を踏まえ

た反社対応に係る態勢整備上の留意点 
－ 國吉 雅男 弁護士 

11:15～  反社対応で注目すべき近時の裁判例等  
－  古川  純平 弁護士 

12:15～  ディスカッション・質疑応答 

午後の部  「中小企業再生支援に向けた対応」 

14:05～     中小企業再生支援の現状と課題 
－ 吉田 浩二 シニアマネージャー 

14:45～  中小企業再生支援の現場から 
－ 坪内 俊樹 マネージャー 

15:30～  準則型私的整理の活用 
－ 中務 正裕 弁護士 ・  山田  晃久 弁護士 

16:30～  ディスカッション・質疑応答 

16:55～  閉会ご挨拶 
                     － 岩城 本臣 弁護士 

17:00～  懇親会 （軽食とお飲み物を用意しておりますので、お気軽

にご参加ください。） 
 



 

主 催： 弁護士法人中央総合法律事務所    リッキービジネスソリューション株式会社 
• いずれの会場も定員に達し次第、お申し込みを締め切らせていただきます。また、お申し込みの状況等により、各社 2 名様程度に制限させて

いただく場合がございますので予めご了承ください。 
• お申し込み後、当方よりご連絡をさせていただきますが、数日経っても折り返しの連絡が無い場合には、お手数ですが、下記お問い合わせ先

まで御照会いただければ幸いです。 
• 開催日時・場所については、諸事情により変更となる可能性がございます。変更の場合には、参加ご希望の皆様に、お知らせいただきましたご

連絡先宛に速やかにご連絡させていただきます。 
• 会場内におけるビデオ撮影・録音については、お控えくださいますようお願いいたします。 
• 本セミナーへのお申し込みに伴い、取得した個人情報につきましては、主催法人の業務に関する広報、その他の業務遂行にあたって必要とな

る事項及びこれらに密接に関連する合理的な目的の範囲内でのみ使用させていただき、 第三者に提供・委任することはございません。 

 
講師ご紹介： 

弁護士法人中央総合法律事務所 

中務 正裕 國吉 雅男 
パートナー弁護士 パートナー弁護士 
ニューヨーク州弁護士。金融法務、国際法務のほか、国内外のＭ＆Ａ、

事業再編、再生案件に豊富な経験を有する。一昨年より、地域経済活

性化支援機構による支援対象候補となった企業側カウンセルとして、

グループ企業統合、事業再編、ノンコアビジネスの譲渡等、事業再生

に主体的に取り組んできた（昨年支援決定）。最近の講演として「失敗

しないＭ＆Ａ ～事例研究による監査役監査のポイント～」（日本監査

役協会）、 「最近の動産、債権担保の実務上の留意点 ～動産・債権

譲渡特例法からＡＢＬの現状と問題点まで～」（日本弁護士連合会） 
など。 

銀行法、保険業法、金融商品取引法等の金融規制法・金融法務分野

全般、反社会的勢力対応、AML/CFT 対応等の金融機関のコンプライ

アンス事案を取り扱う。2011 年 7 月より 2013 年 12 月まで金融庁監

督局総務課に任期付公務員として勤務、本年 1 月より弁護士法人中

央総合法律事務所に復帰。金融庁では各金融業界の反社対応の監

督等を担当。本テーマに関する主要著作として「監督指針・監督方針

のポイントと各業態における反社対応の取組み」（金融法務事情

No.1938 2012 年）、主要講演として「提携ローン問題等を踏まえた反

社対応に係る今後の検査・監督の目線」（セミナーインフォ 2013 年）、

「金融機関からの反社会的勢力の排除」（金融財政事情研究会主催

金融コンプライアンス研究会 2014 年）、「与信取引からの反社排除」

（近畿弁護士連合会研修パネルディスカッション 2013 年）、「反社対

応にかかる態勢整備等の取組みのポイント」（セミナーインフォ 2012
年）。 

 
古川 純平 
弁護士 
債権回収案件（保全、訴訟、執行）その他金融法務に関わる助言・紛

争処理のほか、反社対応に豊富な経験。大阪弁護士会民事介入暴力

及び弁護士業務妨害対策委員会委員。本テーマに関する主要著作と

して、「信用保証協会の保証付融資と反社会的勢力への対応～神戸

地裁姫路支部平成 24 年 6 月 29 日判決を踏まえて～」（銀行法務 21 

2013 年 1 月号 58 頁） 、主要講演として、「金融機関からの反社会的

勢力の排除」（金融財政事情研究会主催 金融コンプライアンス研究会 

2014 年）、「信金・信組からの反社排除」に係るパネルディスカッション

にパネラーとして参加（近畿弁護士連合会研修 2012 年）。 

 
 
山田 晃久 
弁護士 
2011 年 1 月中小企業基盤整備機構・再生支援全国本部プロジェクト

マネージャー。企業法務・訴訟対応のほか、これまで中小企業から上

場企業における私的整理・法的整理、これらに伴う保証債務の整理事

案に数多く取り組んだ経験を有し、債務者側のみならず、債権者側・ス

ポンサー側の立場からも助言・支援を行っている。本テーマに関する

講演として、「「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえた金融実

務・事業再生実務上の対応」（債権管理フォーラム 2014 年）、「中小

企業金融における保証実務の新たな課題と対応策」（金融財務研究

会 2014 年）。 

 
中村 健三 
弁護士 
債権回収案件（保全、訴訟、執行）のほか、反社対応・マネーロンダリ

ング対策等に豊富な経験を有する。本テーマに関する主要講演とし

て、「反社会的勢力対応の実務に関するケーススタディと１０の処方

箋」（セミナーインフォ 2012 年）、「金融機関における反社・マネーロン

ダリング対策」（セミナーインフォ 2013 年）。 
 

 
 
リッキービジネスソリューション株式会社 

吉田 浩二 坪内 俊樹 
シニアマネージャー 中小企業診断士 マネージャー 
1997 年広島銀行へ入行、地元中規模店舗・東京支店・本店営業部に

て法人融資業務に従事。中小企業から上場企業まで幅広い規模・業

種の法人融資を担当。主に建設・不動産業者において数々の再生案

件に取組む。2010 年より現職。中小企業向けの財務・銀行取引・事業

再生に関するコンサルティング業務を担当。関東・東海地区を中心に

中小企業再生支援協議会案件に多く取り組む。主要な研修・セミナー

として、地方銀行支店長向け研修 政府系金融機関職員向けセミナー 

会計事務所クライアント向け銀行対応セミナーなど。著書 金融機関と

の取引を円滑に進める方法（きんざい 2013 年）。 

1994 年日本興業銀行（現みずほ銀行）入行。上場企業から中堅中小

企業まで、幅広い規模・業種の法人融資業務に従事。通常の融資業

務に加え、バランスシートの改善を中心とした再生案件にも取り組む。

事業会社を経て、2010 年より現職。製造業を中心とした中小企業向

けの銀行取引・事業再生に関するコンサルティング業務を担当すると

ともに、関東・東海地区を中心に中小企業再生支援協議会案件にも

多く取り組む。主要な研修として、地方銀行担当者向け営業・審査研

修など。 

 

本セミナーに関するお問い合わせ・ご連絡先 
                  東京：  弁護士法人中央総合法律事務所 東京事務所  大阪： 弁護士法人中央総合法律事務所 大阪事務所 
      Tel:03-3539-1877（代表） 担当 鶴岡 真由子        Tel:06-6365-8111（代表） 担当 山口 奈月 
 


