
 

 

 

 

 

 

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

することに繋がります。

    

ご紹介します

    

す。

                                                            

  

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

【開 催 日 時

【開 催 場 所

【 受 講 料

【申 込 方 法

           

           

【 主 催

【 共 催

                                                                        

公益社団法人南会津法人会・南会津町商工会宛

事業所名

電話番号

※個別相談会

をお

【

昭和２８

昭和

昭和５４年

昭和６２年

平成

平成１０年

            

平成１２年

               

平成１９年

平成２７年１

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

することに繋がります。

 本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

ご紹介します

  また、セミナ－終了後、東北税理士会田島支部の税理士先生のご協力を得

す。 

                                                            

   

                            

【開 催 日 時 】  

【開 催 場 所 】  

【 受 講 料 】  

【申 込 方 法 】  

           

           

【 主 催 】  

【 共 催 】  

                                                                        

公益社団法人南会津法人会・南会津町商工会宛

事業所名 

 

電話番号 
 

個別相談会につきましては

をお願い致します

【 講 師 】

昭和２８年１２

昭和４７年 

昭和５４年 

昭和６２年 

平成 ４年 

平成１０年 

            

平成１２年 

               

平成１９年 

１月１日から相続税・贈与税・事業承継税制の一部改正が適用

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

することに繋がります。 

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

ご紹介します。是非この機会を逃さず、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

また、セミナ－終了後、東北税理士会田島支部の税理士先生のご協力を得

                                                            

                            

  平成２８年

  南会津町商工会

  無  料 

  下記申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは電話にてお申込ください。

             ＦＡＸ番号

            ※法人会員以外の方の受講も歓迎いたします。

  公益社団法人南会津法人会

  南会津町商工会

                                                                        

事業承継・相続対策セミナ－＆個別相談会申込書（１１月１日）

公益社団法人南会津法人会・南会津町商工会宛

 

 

につきましては

します。 

】 弁護士 船木義男

１２月２３日 生

 ３月 福島県立会津高等学校理数科卒業

 ３月 慶應義塾大学

 ８月 船木義男法律事務所開設

 ６月 福島県商工会連合会専門相談員

 ３月 福島県弁護士会会津若松支部長

            (５期５年間

 ４月 福島県弁護士会副会長

               東北弁護士会連合会理事

 １月 法務省

日から相続税・贈与税・事業承継税制の一部改正が適用

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

 

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

。是非この機会を逃さず、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

また、セミナ－終了後、東北税理士会田島支部の税理士先生のご協力を得

                                                            

                            

平成２８年１１月１日（火曜日）午後

南会津町商工会 本所会館

 

下記申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは電話にてお申込ください。

ＦＡＸ番号 ０２４１－６２－４７２９

※法人会員以外の方の受講も歓迎いたします。

公益社団法人南会津法人会

南会津町商工会・下郷町商工会・只見町商工会・桧枝岐村商工会

                                                                        

事業承継・相続対策セミナ－＆個別相談会申込書（１１月１日）

公益社団法人南会津法人会・南会津町商工会宛

につきましては、午後４時

船木義男 氏

生 

福島県立会津高等学校理数科卒業

慶應義塾大学法学部

船木義男法律事務所開設

福島県商工会連合会専門相談員

福島県弁護士会会津若松支部長

５期５年間) 

福島県弁護士会副会長

東北弁護士会連合会理事

法務省 人権擁護委員

日から相続税・贈与税・事業承継税制の一部改正が適用

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

。是非この機会を逃さず、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

また、セミナ－終了後、東北税理士会田島支部の税理士先生のご協力を得

                                                            

                            

日（火曜日）午後

本所会館 （南会津町田島字行司１２番地

下記申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは電話にてお申込ください。

０２４１－６２－４７２９

※法人会員以外の方の受講も歓迎いたします。

公益社団法人南会津法人会  

・下郷町商工会・只見町商工会・桧枝岐村商工会

                                                                        

事業承継・相続対策セミナ－＆個別相談会申込書（１１月１日）

公益社団法人南会津法人会・南会津町商工会宛 

受講者名

ＦＡＸ番号

時からの相談

氏 

福島県立会津高等学校理数科卒業

法学部法律学科卒業

船木義男法律事務所開設 

福島県商工会連合会専門相談員

福島県弁護士会会津若松支部長

福島県弁護士会副会長(１期１年間

東北弁護士会連合会理事 

人権擁護委員(現職) 

日から相続税・贈与税・事業承継税制の一部改正が適用

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

。是非この機会を逃さず、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

また、セミナ－終了後、東北税理士会田島支部の税理士先生のご協力を得

                                                            

                            

日（火曜日）午後２時～午後

（南会津町田島字行司１２番地

下記申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは電話にてお申込ください。

０２４１－６２－４７２９ 電話番号

※法人会員以外の方の受講も歓迎いたします。

  

・下郷町商工会・只見町商工会・桧枝岐村商工会

                                                                        

事業承継・相続対策セミナ－＆個別相談会申込書（１１月１日）

 

受講者名 
 

 

ＦＡＸ番号 
 

相談となりますので

福島県立会津高等学校理数科卒業 

法律学科卒業 

福島県商工会連合会専門相談員 

福島県弁護士会会津若松支部長 

１期１年間) 

) 

日から相続税・贈与税・事業承継税制の一部改正が適用

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

。是非この機会を逃さず、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

また、セミナ－終了後、東北税理士会田島支部の税理士先生のご協力を得

                                                              

                             

時～午後４時 

（南会津町田島字行司１２番地

下記申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは電話にてお申込ください。

電話番号 ０２４１－６２－０３２９

※法人会員以外の方の受講も歓迎いたします。 

・下郷町商工会・只見町商工会・桧枝岐村商工会

                                                                        

事業承継・相続対策セミナ－＆個別相談会申込書（１１月１日）

となりますので、時間帯等調整致

      

①民法上の相続の仕組み？

②遺言書があると、遺言書が優先されるか？

③遺言執行とは、何をすることか？

④遺留分に対する配慮は必要？

⑤遺言書がない場合は？

⑥相続以外の株式移転は？

⑦課税に対する対策も重要？

⑧その他、後継者の育成、経営者のノウハウ

伝達、従業員対応等は？

 

日から相続税・贈与税・事業承継税制の一部改正が適用されました。

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

。是非この機会を逃さず、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。

また、セミナ－終了後、東北税理士会田島支部の税理士先生のご協力を得て、個別相談会を開催いたしま

 

 

（南会津町田島字行司１２番地） 

下記申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは電話にてお申込ください。

０２４１－６２－０３２９

・下郷町商工会・只見町商工会・桧枝岐村商工会

                                                                        

事業承継・相続対策セミナ－＆個別相談会申込書（１１月１日）

時間帯等調整致

      【主なセミナ－の内容】

①民法上の相続の仕組み？

②遺言書があると、遺言書が優先されるか？

③遺言執行とは、何をすることか？

④遺留分に対する配慮は必要？

⑤遺言書がない場合は？

⑥相続以外の株式移転は？

⑦課税に対する対策も重要？

⑧その他、後継者の育成、経営者のノウハウ

伝達、従業員対応等は？

されました。 

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

。是非この機会を逃さず、多数ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

、個別相談会を開催いたしま

下記申込書に必要事項を記入の上、ＦＡＸまたは電話にてお申込ください。 

０２４１－６２－０３２９ 

・下郷町商工会・只見町商工会・桧枝岐村商工会 

                                                                        

事業承継・相続対策セミナ－＆個別相談会申込書（１１月１日） 

【個別相談の希望】

□希望する。

（✔を入れてください。

(午後 4 時～午後

時間帯等調整致しますので

【主なセミナ－の内容】

①民法上の相続の仕組み？ 

②遺言書があると、遺言書が優先されるか？

③遺言執行とは、何をすることか？

④遺留分に対する配慮は必要？

⑤遺言書がない場合は？ 

⑥相続以外の株式移転は？ 

⑦課税に対する対策も重要？ 

⑧その他、後継者の育成、経営者のノウハウ

伝達、従業員対応等は？ 

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

、個別相談会を開催いたしま

                                                                        

【個別相談の希望】

□希望する。 

（✔を入れてください。

時～午後 6 時

しますので、早めの申込

【主なセミナ－の内容】 

 

②遺言書があると、遺言書が優先されるか？

③遺言執行とは、何をすることか？ 

④遺留分に対する配慮は必要？ 

 

 

⑧その他、後継者の育成、経営者のノウハウ

中小企業の事業主にとって後継者対策、自社株対策、相続税対策等、事業承継対策の必要性を実感されてい  

る方も多いかと存じます。後継者を育成し、円滑に事業承継を行うことは会社経営に対するリスクを大幅に削減

本セミナ－では、社長にとって恐らく一生に一度の相続・事業承継を円滑に行うための必須知識を解りやすく

、個別相談会を開催いたしま

                                                                         

【個別相談の希望】 

（✔を入れてください。） 

時) 

申込み

②遺言書があると、遺言書が優先されるか？ 

⑧その他、後継者の育成、経営者のノウハウ


