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会報創刊にあたって
当協会は、
「与信管理及び関連する諸分野についての

した東日本大震災によりリスク・

理論及び実務の研究、並びに与信管理の品質及び与信

マネジメントの重要性をあらゆる

管理士の専門的能力の向上を推進するとともに、与信管

角度から強烈に再認識させられ

理に関する知識を広く一般に普及することにより、わが

ることになった。敢えて言えば、

国産業、経済の健全な発展に資すること」を目的として、

リスク・マネジメントの巧拙が国、

2010 年 4月に創立した ACM-J日本与信管理協会をさらな

企業、個人の浮沈を決定づけて

る活動の強化を図るべく発展的に解消し、2013 年 4月1

しまう時代になったということである。

日付で一般社団法人与信管理協会へ改組・転換するとい
う過程を経て誕生した。

こうした経営環境と状況認識を踏えて、わが国の企業
の存続・維持・発展を確保するためには、与信管理能力

世界をリードしてきた欧米・日本の停滞、新興国の台

を高めることが必要最小限度の措置といわねばならない。

頭、地球規模での環境問題の深刻化等により、世界のパ

本会報は、かかる認識を共有する協会会員への最新の情

ワー・バランスが大きく変化している状況の下で、わが国

報提供を含めて、重要な情報の解説など会員の専門能力

の企業を取り巻く環境、早急に対処すべき課題・リスク

向上の一助とするとともに、会員交流の広場とすることを

等も大きく変化している。加えて、2011年 3月11日に発生

目指したい。

発足記念パーティー

代表理事・会長 奥島 孝康

盛大に行われる

5月29日、千代田区永田町の永楽倶楽部にて、発足記念パーティーが開催されました。当日は、119 名の方にご参加
いただき、盛会裏に終了いたしました。
来る11月28日には、当協会のメイン・イベントで

式次第
18:30 〜

ご挨拶

代表理事・会長 奥島 孝康

ある『第１回クレジット・カンファレンス』を開催しま

18:45 〜

協会趣旨説明

専 務 理 事 菅野 健一

す。設立パーティーの際、当協会理事であり、企業

19:00 〜 基
 調講演
事業再生実務家協会
松嶋 英機
「与信管理と事業再生」 代表理事
19:30 〜

懇親会

再生の第一者である松嶋弁護士の基調講演の時間
を十分とることができず、大変残念であった旨のご
意見を多数いただきました。今回は、あらためてご
講演いただくと共に、与信管理に関連するホットな
テーマを議論するパネル・ディスカッションや懇親
会と盛りだくさんの項目を揃えました。会員の皆様
におかれましては、是非、この機会に新規入会ご
希望の方をお誘いの上、奮ってご参加ください。
（な
お、カンファレンスの詳細につきましては、別紙『案

代表理事

奥島孝康

来賓挨拶 早稲田大学 鎌田薫総長

内状』をご確認願います。）
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活動報告

2013 年度上期は、与信管理実務普及のため、山形大学で「与信管理論」の授業や会員勉強会
（第１期）を行いました。

■山形大学「与信管理論」授業
人文学部法経政策学科の 3、4 年生を対象に、
「与信
管理論」の授業を全 15 回実施。当協会の菅野専務理事

授業開設を協議しております。一部の会員の方には講師

当協会の主要活動の一つは、
『与信管理士』の認定・普及です。会員の皆様も与信管理士認定試験の受験を検討され

の依頼をすることもございますので、ご協力の程宜しく

ている方が多いことと思いますが、問題の傾向が分からない、合格率の実績が低い等の理由から二の足を踏んでいる方

お願い申し上げます。

も少なくないのではないでしょうか。そういった方々の不安を取り除く一助として、現在、当協会試験委員会校閲の問題

■会員向け勉強会開催

のほか、鈴木理事、試験委員の松田弁護士・菅原弁護
士が講師を分担して務めました。

会員の継続学習の一環として、また、与信管理士資

本講座は、与信管理の基礎的な実務力を身につける

格取得の事前学習の場として、4 月から毎月2 回ずつ会

ことを目標にしており、授業では与信管理とは何かから

員勉強会を開催しています。勉強会では、与信管理士

始まり、商取引の流れ、情報収集の行い方へと進みま

資格取得学習の手引として推奨している書籍「与信管理

した。さらに、商業登記や不動産登記の見方・調べ方、

論」
（リスクモンスター編、商事法務、2012 年）をもとに、

決算書の読み方、与信管理ルールの設定、契約書の内

与信管理業務におけるさまざまな課題について、参加者

容といった実務を学び、倒産手続きや企業再生実務にま

同士で意見交換をしました。企業の審査部のベテラン・

で触れました。

若手社員、公認会計士、弁護士、司法書士、金融機関、

履修した学生に受講の目的を聞いたところ、
「実際に

サービサー、ファクター、コンサルタント等普段接する機

現場で働いている実務家が講師なので、実益的なことを

会が無いような方々が一同に会し議論するユニークな場

教えてもらえると思ったから」
「実務的な内容が就職後役

となっており、参加者の方の評判も上々で、殆んどの方

に立つと思った」
「金融と法律、両方に関わる内容で興

がリピーターとなっています。

味が持てた」
「実務で法がどのように使われているか知り

8月に最終第 6 章の債権保全と債権回収について勉強

たかった」といった回答がありました。

を終えたことで一区切りがつき、9月から第 2 期に入りま

集の発刊や、当協会主催の試験対策セミナー（有料・会員割引）の開催を検討しておりますので、ご期待ください。与
信管理士認定試験を受験する前の腕試しとして、無料の与信管理実務検定試験を受験し、感触を掴むことを推薦しま
す。与信管理資格試験を運営する当協会協賛会員のリスク管理情報研究所のホームページ（URL：http://www.rmiri.
co.jp）を一度ご覧下さい。また、当協会では、一人でも多く『与信管理士』誕生を後押しするために、与信管理士認定
試験に関する様々なご相談を随時受け付けておりますので、遠慮なくご連絡ください。
なお、難関を勝ち抜いた方の合格体験談を記載いたしますので、是非、参考にしてください。

与信管理士認定試験合格者の声
2012 年にはじまった与信管理士認定試験の合格率は 7.9％と狭き門。その資格を取得した神谷一樹さんに
感想をお聞きしました。

財務分析や会計法など実務レベルがアップ！ 資格はこんな風に活かせる
私は公認会計士である一方で、事業会社の審査部に努める企業人でもあります。

履修後、与信管理実務検定試験を受検し、見事、合

した。勉強会参加者の要望の高かった事故事例と海外

公認会計士の知識や業務経験は与信管理業務においても財務分析や会計法など

格した学生も現れ、与信管理に関して一定の理解を得ら

での与信管理を題材に 3月までのスケジュールが決定い

の面で役立つ点は多くありますが、それだけで十分ということはありません。与信管

れたのではないでしょうか。

たしましたので、まだ参加されていない会員の方は、是

理士資格は、財務等に限らず、企業情報の収集や債権管理・回収など幅広い与信

当協会では来期以降、山形大学の他、複数の大学と

非この機会に勉強会への参加をご検討ください。

日時

2013 年

2014 年

管理業務に対して実務に即した知識を兼ね備えることができる資格です。与信管理
の知識を習得したことで、会計士としてのスキルにも磨きがかかったと感じています。

第２期勉強会・スケジュール
会場

テーマ

9 月 19 日（木）

18：30 ～ 20：00

①

9 月 24 日（火）

14：30 ～ 16：00

①

10 月 22 日（火）

14：30 ～ 16：00

①

事故事例研究（2）（新規取引の事故事例②）

10 月 24 日（木）

18：30 ～ 20：00

①

インドネシア与信管理事情

11 月 15 日（金）

18：30 ～ 20：00

①

事故事例研究（2）（新規取引の事故事例②）

12 月 17 日（火）

14：30 ～ 16：00

②

12 月 19 日（木）

18：30 ～ 20：00

①

1 月 21 日（火）

14：30 ～ 16：00

②

事故事例研究（4）（継続取引の事故事例②）

1 月 23 日（木）

18：30 ～ 20：00

①

インドネシア与信管理事情

2 月 25 日（火）

14：30 ～ 16：00

①

2 月 27 日（木）

18：30 ～ 20：00

②

3 月 25 日（火）

14：30 ～ 16：00

①

3 月 27 日（木）

18：30 ～ 20：00

①

事故事例研究（1）（新規取引の事故事例①）

事故事例研究（3）（継続取引の事故事例①）

事故事例研究（5）（応用編①再建／ M ＆ A）

神谷一樹さん
2013年合格 公認会計士

●受験されたきっかけは何ですか？
事業会社で審査部に配属になり、審査の知識を身につけるための勉強の一環として受験を勧められました。
既に財務の観点から企業を分析する知識を有していましたが、改めて与信管理全般の知識を習得していく上
で、今後のモチベーション作りとしても有効だと考え、受験をすることにしました。
●合格のためにどのような勉強をしましたか？
公認会計士の資格を持っていますので、財務や会社法、税務に関する知識は有していました。推奨テキス
トである「与信管理論」や「債権回収基本のき」を読み込んで与信管理の考え方や債権管理・回収の手法につ
いて基礎作りをした上で、実務との反復学習により、理解度を高めるように努めました。
●受験を目指す方へのメッセージ
与信管理士の試験は、与信管理実務の基本に沿った問題が殆どでしたので、
「与信管理論」等の書籍を何
度も読んで理解し、実務と知識を結びつけることで合格することができると思います。

事故事例研究（6）（応用編②海外取引）

【会場】① 東京都千代田区大手町 2 － 2 － 1 新大手町ビル 2 階 リスクモンスター セミナールーム
		 （2 階セミナールームに直接お越しください）
② 公益財団法人 早稲田奉仕園 セミナーハウス 1 階 102 号室 http://www.hoshien.or.jp/map/map.html
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与信管理士認定試験

実務において重要性の高い与信管理の知識、そしてそれを有する人材を広く普及させ、健全な取引、健全
な経営を行える会社を育てていきましょう！
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理事および新任理事の紹介
当協会の活動も徐々に本格化しており、今後益々多方面へ展開することを考慮して、各業界の第一線で活躍されてい
る4 名の方を新任理事として迎えることとなりました。従来の理事・監事と併せ総勢13 名です。これまで以上に当協会
発展のために理事・監事一同尽力いたしますので、会員および関係者の皆様におかれましては、引き続きご支援の程宜
しくお願い申し上げます。
代表理事・会長

奥島

孝康

早稲田大学第 14 代総長

理事・副会長

堀

龍兒

早稲田大学大学院法務研究科

専務理事

菅野

健一

リスクモンスター株式会社

理事

松嶋

英機

西村あさひ法律事務所

理事

松澤

三男

公益社団法人商事法務研究会

理事

大宮

有史

株式会社メタルワン

理事

鈴木

龍介

司法書士法人鈴木事務所

監事

杉山

和彦

株式会社ワイヤレスゲート

監事

丸岡

裕

公認会計士事務所丸岡裕事務所

理事

久保田

清

特定非営利活動法人

理事

大塚

昭之

株式会社きんざい

理事

栁

秀樹

株式会社ジンテック

理事

古川エドワード英太郎

教授
代表取締役会長

代表パートナー

弁護士

専務理事

コーポレート担当役員補佐兼審査部長
代表社員
監査役
公認会計士

＜新任理事＞
日本動産鑑定

理事長

理事
代表取締役社長

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社 代表取締役

協賛会員のご紹介
法人会員として2 口以上入会していただいている協賛会員様をご紹介いたします。
協賛会員は、当協会の様々な媒体での広告宣伝やロゴの使用が可能等の特典がございます。協賛会員にご関心のあ
る方は、協会事務局（電話：03-6214-0368）までご連絡願います。

（入会順）

リスク管理情報研究所

株式会社ジンテック

株式会社クローバー・ネットワーク・コム

株式会社トラスト＆グロース

一般社団法人金融財政事情研究会

特定非営利活動法人日本動産鑑定

ストラテジック・デシジョン・イニシアティブ株式会社

株式会社信用交換所 大阪本社

編集後記
▶会員の皆様に、有益な情報をたくさんお届け出来る
会報にしていきたいと考えています。これから、ど
うぞよろしくお願いいたします。（編集担当 平野
多美恵）
▶『Yoshin-Kanri NEWS』のネーミングは理事会で激
論の末決定しました。『Kaizen』のように『Yoshin-

Kanri』を世界へ！ という意図があります。会報は
年 2 回（次回は 4 月予定）のペースで始め、徐々に頻
度を上げていくべく努力します。（菅）
▶なんとか世に出せる形になって、一安心です。今後
は会報のみならず、会員募集にも引き続き尽力しま
す。ご協力の程、よろしくお願いいたします。（昭）

一般社団法人 与信管理協会
The Association of Credit Management-Japan
URL : http://www.acm-j.org/
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〒100-0004
東京都千代田区大手町2-2-1 新大手町ビル2階
（リスクモンスター株式会社内）
TEL : 03-6214-0368 FAX : 03-6214-0366

