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創刊のお知らせ
会員の皆様のお役に立てるサポーターになれたら・・・、
そんな思いのもとに今月から「今日も一日がんばろう」と題し、㈲アイエム商会の
営業活動について、ご報告するニュースレターを創刊させていただくこととなりま
した。
会員の皆様に、一日一日を精一杯、過ごしていただきたい－そんな思いを込めて、
企画した様々な活動を伝えていこうと考えています。
どうぞご愛読くださいますよう、心からお願い申し上げます。
金沢市鞍月東２丁目４８番地
有限会社 アイエム商会
代表取締役 倉西 久雄

㈲アイエム商会はこんな会社です
保険で生活の安心をお手伝い
医師会指定の代理店である弊社では、

≪取扱い保険種類≫

各種損害保険や生命保険の取扱い

●石川県医師会団体医師賠償責任保険

また、医業経営のコンサルティング

●全国医師協同組合連合会
団体所得補償保険

業務を行っています。

●石川県医師会団体自動車保険

ホットで良質な情報をお届け
各地区でセミナーの開催

●火災保険
●ゴルファー保険
●終身保険

医師会会員の皆様を対象としたセミナーを
平成１５年１２月から開催、毎回多数の
ご参加とご好評をいただいております。
今後も皆様の生の声を活かし、より一層の
充実を図っていきたいと考えています。

●定期保険
●医療、がん保険
●年金保険

など

医業経営コンサルティングチームのご紹介
医業経営のコンサルティング業務では、会員の先生方の立場に立ったコンサルティング
を徹底するため、医師会の制度として「コンサルティングチーム」を導入しています。
会員方の問題解決を実現する上で、
①医業経営に必要な高度なノウハウの提供
②信頼できる相談者「パートナー」の提供
③専門家による様々な情報の提供
を行っています。

≪主な業務内容≫
①セミナーの開催
②個別相談・コンサルティング
③ニュースの発行(活動状況、情報提供)
以上、医業経営を行う上での諸問題をテーマとして、会員全体を対象としたセミナー
や各地区ごとに参加者を少人数に限定し、個々の意見を取り入れながら勉強会形式で行
うセミナーを開催しています。
また、個別に相談を希望される方には、改めて訪問日を設定しお伺いしています。
基本的には、会員方の利益を第一として考え、個々人のグランドデザインをベースに
必要な分析と提案を行っています。

＜コンサルティング業務の流れ＞
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メンバーの紹介：㈱リスクマネジメント・ラボラトリー（清水英孝､安川聡､中澤宏紀､原勝志）
、
ノチデ会計事務所（後出博敏、薮田猛）、今村会計事務所（今村修）、
㈲アイエム商会（山下勝広、森吉麻衣子）

これまでのセミナー実績
第１回
『病医院のための相続･事業承継とタックス･プランニング』
『生命保険を活用した相続対策』
■開催日：H15/12/21
■講 師：辻･本郷税理士法人ﾒﾃﾞｨｶﾙ部門ﾁｰﾌ 岡田 芳明 氏
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 代表取締役 清水 英孝 氏

第２回
『医療法人の決算対策』
『生命保険による決算対策のメリット･デメリット』
■開催日：H16/2/8
■講 師：KPMG エムエムシー㈱ 代表取締役 佐久間 賢一 氏
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 代表取締役 清水 英孝 氏

第７回

第３～６回
『病院･ｸﾘﾆｯｸのﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略』
■開催日：H16/3/15､22､5/20､21､6/16
■講 師：㈱ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
代表取締役 安川 聡 氏

『医療機関経営と生命保険』
■開催日：H16/7/14､7/15
■講 師：㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ
代表 清水 英孝 氏

第８回
『院長と奥様の為のやさしいマネー講座』
■開催日：H16/10/20
■講 師：㈱ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 代表取締役 中澤 宏紀 氏
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 代表取締役 清水 英孝 氏

第９回
『ｸﾘﾆｯｸ･医療法人のための確定申告･決算対策』
■開催日：H16/12/19
■講 師：今村会計事務所 所長 今村 修 氏
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 代表 清水 英孝 氏

第１０回
『病医院のための税務対策～税務調査のﾎﾟｲﾝﾄと実例～』
■開催日：H17/1/16
■講 師：ノチデ会計事務所 所長 後出 博敏 氏
㈱ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰ 代表 清水 英孝 氏

第１１回
『医療法人化の留意点とメリット･デメリット』
■開催日：H17/5/26
■講 師：今村会計事務所 所長 今村 修 氏

第１２回
『事業承継と相続税対策のポイント』
■開催日：H17/7/7
■講 師：今村会計事務所 所長 今村 修 氏

第１３回
『決算書の見方・税務調査とは』
■開催日：H17/7/21
■講 師：ノチデ会計事務所 所長 後出

博敏

氏

第１４回
『資金繰り､経営の変化を知る｡税務調査対策と節税対策』
■開催日：H17/8/24
■講 師：ノチデ会計事務所 所長 後出 博敏 氏

≪セミナーのアンケート結果より抜粋≫
＜Ｑ１．セミナー全体の感想＞
▼役に立った･･･････９１.３％
▼普通 ･････････････７.９％
▼役に立たなかった･･･０.８％
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≪過去のアンケート結果より集約≫
①事業継承・相続対策･･･２０.０％
②従業員の福利厚生･････１２.９％
③確定申告･利益対策････１２.４％
④医療法人化･･･････････１１.９％
⑤生命保険・損害保険･･･１１.９％

⑥資産運用法のﾒﾘｯﾄとﾃﾞﾒﾘｯﾄ･･･１０.０％
⑦顧客増加等の医療経営･････････８.６％
⑧医療制度改革･････････････････７.６％
⑨病医院の接遇対策･････････････４.７％

＜お問い合わせ先＞
石川県医師会指定保険代理店

㈲アイエム商会

http://www.sompojapan-ag.com/a/im
E-mail：i-m@ms.viplt.ne.jp
moriyoshi@ishikawa.med.or.jp

金沢市鞍月東２丁目４８番地
石川県医師会・日赤共同ビル２Ｆ
ＴＥＬ ：０７６－２３９－３８２０
ＦＡＸ ：０７６－２３９－３８２１

FAX：０７６-２３９-３８２１
これまでのセミナー資料請求申込書
★ご希望の項目にチェックを付けて、以下の必要箇所にご記入の上、ＦＡＸしてください。
□ セミナー(テーマ：

)の資料希望

(テーマ：

)の資料希望
※資料を無料でお届けします。

□ 今後開催してほしいセミナーのテーマは、
（

）

□ 生命保険が有効に加入できているか、アドバイスをもらいたい。

病・医院名
ご氏名

役 職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

その生命保険は本当にベストですか？
貯蓄性の高い保険のつもりだったのに、実際は殆ど
掛捨てで老後の資金に利用できない

保険料は変わらないと思っていたのに
１０年ごとに倍近く高くなってしまう

保険を相続税の支払資金に利用するつもりだった
が、７０歳で保障が殆どなくなり支払に困る

法人契約をしたが、節税効果が全くない設計のため、
必要以上に無駄な税金を支払っていた

現在は節税効果があるが、いざ利用する際、
まとめて多額の税金がかかってしまう

生命保険会社の相次ぐ破綻で不安

今、どのような保険に加入している
のか。どのような内容の保障がいつま
で続くのか。きちんと内容をご存知で
しょうか？
健康を考えて人間ドックや定期検診
を受けるのと同じように保険にも検診
が必要。医療法人には医療法人の、個
人には個人のニーズに合わせた加入と
見直しをしていかなければならないの
です。
医療制度が大きく変わりつつある時
代に、医業収入が落ち込んだ分をどの
ようにカバーしていくか、厳しい状況
への対応策も十分に準備しておくべき
です。
左記のような不安の声にお答えする
ために、㈲アイエム商会では専門のコ
ンサルタントが保険の無料診断をはじ
め、ペイオフや節税対策、相続問題の
アドバイス等を行っています。
どうぞお気軽にご利用ください。

