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会社の“数字”に強くなる

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

セミナーID

2日間

100554

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021年4月開催分より昼食の提供はございません。（各自でご用意ください）
※1日のみの受講も可能です。

60,500円／１名
71,500円／１名

114,400円／１名
137,500円／１名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

1日のみ 2日間参加

参加料（税込） ○本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

ねらい
　本セミナーは「数字に強い人」になるための講座です。
　「数字に強い人」とは、ビジネスに関係する数字をきちんと理解し活用できている人といえます。
　本セミナーでは、数字に強くなることを目的に、①会計を知る、②決算書と自分の仕事のつながりを考える、③数字との付き合い方を知る、というステッ
プでビジネスパーソンに求められる“計数感覚”の強化を図ります。

会期・受講形態（会場） ※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

2021年06月08日（火）～09日（水）※オンライン
2021年10月05日（火）～06日（水）※オンライン
2022年01月18日（火）～19日（水）※オンライン

京都大学経済学部卒。東京三菱銀行（現三菱UFJ銀行）審査部にて企業
再建を担当。MBA教育団体、ベンチャー・キャピタル、サーチファーム
にてグループ全体の統括業務。アントレピア（投資ファンド）にて投資先子
会社の社外取締役などを歴任。
2002年、戦略、人事、会計をトータル的に支援するコンサルティング
ファーム、ウィルミッツを創業。
2006年、業務改善コンサルティングをウィルミッツから分社化し、プロ
セス・ラボを創業。
現在は2社の代表取締役を務める傍ら、研修講師としてビジネスパーソン
のスキル向上を支援。
コンサルティング実績は、小売／製造／金融／リゾート開発・運営／
ソフトウェア開発／農業法人／医療機関など多岐にわたる。研修講師
として年間50回程度の公開講座、企業研修を実施。

講　師

松浦 剛志
株式会社プロセス・ラボ
有限会社ウィルミッツ 代表パートナー

対　象
●“会計”に関する最低限の知識を習得したい方
●仕事に関係する事象を数値に変換したり、数値として捉えることが苦手な方
●データの正しい読み取りかた、活用の仕方を改めて学びたい方
●より良い仮説や意思決定をしたい方
●問題解決力を高めたい方
●数字を使って説得力を高めたい方

事前課題
●郵送する参考図書の一部分をご一読いただき、当日受講の際、お手

元にご用意ください。
　※2日間または1日目のみ参加の方対象

「数字に強い」ってどんなこと？
●経営の状況を示す“財務諸表”の変化や異常に気付く、会計数値の意味

を理解している
●会話の中で数字の話になっても、すぐに返答することができる
●データの裏側にある事象や背景を理解している
●定性データを定量化して捉えることができる、等々
◆「数字に強い」ことは、ビジネスでは圧倒的に有利！

１日目：会社の仕組み・会計編
10:00

時間

17:00

プログラム （昼休み12:30 ～ 13:30）

1. はじめに
・「数字に強い」ってどんなこと？

2. 「お金に換算してモノゴトを考えるために」
～会計の基礎知識

・財産と借金の差は何か？
　～「貸借対照表（B/S）」の理解
・売上と費用の差はどこに表れるのか？
　～「損益計算書（P/L）」の意味と「貸借対照表（B/S）」
　　との関係

3. 会社毎の儲け方の特徴を考える
～ ビジネスモデルと決算書

・会社の利益率を知る
・会社の利益構造と損益分岐点を理解する
・ビジネスモデルと決算書の関係

4. 自分の仕事が会社の業績にどう影響しているのか
・会社の部署ごとに発生する費用を推測する
・自部署の費用をロジックツリーで整理する
・行動（アクション）⇒成果物（アウトプット）⇒結果（アウトカム）
　の連鎖を理解する
・費用削減のポイントと概算額を検討する

２日目：数字の把握と意思決定・実践編
会計の根本原理を理解して、損益計算に強くなる 数字の取扱方法を身につけて、ビジネス数字に強くなる10:00

時間

17:00

5. 事象をとらえる、数値化する、測定する
・大まかに数値でとらえる、80対20の法則
・定性データを定量データに変換する
・複数の要素を統合する手法
・行動した結果を正しく評価するために
　～ KPIという考えかた、設定の目的、手法
■演 習　自分の業務のKPIを設定する

6. 数値を読み解く、データを分析する
・要素分解のテクニック
・現象が同じであっても、データの見る視点で意味が変わる
　～データのバラツキ／変化と傾向／類似と差異
■演 習　KPI（会計指標他）から異常値を掴む

7. 見えない事象を予測する、仮説を立てる
・限られた情報から仮説を立てる
・似たもの／関係性から推測し、仮説を立てる
・基礎情報を把握する～何を基礎情報にするか
・確率と期待値という考え方
■演 習　異常値の裏側に潜む原因を考える
■演 習　東京駅では一日何杯のコーヒーが売れているか？

8. 事象を比較する、選択肢から選ぶ 
・データの比較と意味
・費用対効果、埋没費用とは

（参考）会社経営を財務の視点で管理する指標
・ROEの意味と意義　　・DCFへの発展

事前課題ビジネス「数字」基礎コース
（旧名称：計数感覚強化セミナー） 30名定　員

50
財務三表から読み解き、管理職に求められる課題設定能力を高める2日間集中プログラム!

※内容は、変更される場合があります。また、進行の都合により時間割が変わる場合がございます。あらかじめご了承ください。

１日目
9:30

時間

17:30

セミナーID

2日間

150823

プログラム （昼休み12:00 ～ 13:00）

※参加料にはテキスト（資料）費が含まれております。
※2021 年 4 月開催分より昼食の提供はございません。（各自でご用意ください）

114,400円／１名
137,500円／１名

日本能率協会法人会員
上 記 会 員 外

参加料（税込） ○本事業開催最終日の消費税率を適用させていただきます。

財務・管理会計分析をベースとした
課題設定力強化セミナー
（旧名称：管理職のための管理会計・財務会計基礎マスターコース）

事前課題
●ご自身の会社の財務法に目を通し、状況をご確認ください。また、

財務法は印刷して、または、スマートフォンなどからデータを見られる
ようにご準備をいただきます。

会期・受講形態（会場） ※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

2021年  6月15日（火）～16日（水）※オンライン
2021年10月  5日（火）～  6日（水）※オンライン
2022年  2月  2日（水）～  3日（木）※オンライン

1. 財務三表の捉え方
・財務的視点からみた経営とは？〇〇活動である。

2. 「貸借対照表（略称：B/S）」は、企業の健康診断書
・PLが黒字でも危険な兆候が表れる

3. 「損益計算書（略称：P/L）」は、企業の年間成績表

4. 「キャッシュ・フロー計算書（略称：C/F）」は、
企業の血流

・黒字倒産はなぜ起きるのか？

5. 日常業務活動は、B/S、P/L、C/Fにどう影響するのか？
・日々の業務と会計の関係とは？

２日目
日常業務と《財務会計》 日常業務と《管理会計》9:30

時間

17:30

6. 自部門の課題は何か？
・財務諸表から自部門の課題に落とし込む

7. 財務会計は過去を見る、管理会計は将来を見る
・予算策定の考え方

8. 管理会計と課題解決
・マネジャーの役割は課題、目標を設定すること

9. 課題解決のためにどの活動を管理するのか？
・課題解決のための日々の活動が会計に表れる

10. 管理会計と意思決定
・その意思決定は、どれだけ利益をもたらすのか？

（P/Lに影響するのか）
・その意思決定は、どれだけB/Sに影響するのか？
・その意思決定は、どれだけキャッシュを産むのか？

対　象
●管理職としての意思決定時や予算管理、課題設定を行う際の管理指標

を理解し、業務に活かしたい方
●主だった財務指標の意味を日常の業務活動に関連付けて理解し、業務

に活かしたい方
●非会計部門の管理職、主任・リーダークラスの方

本研修のねらい

① 経営と数字の関係について、本質的に理解をする
② 事業戦略・経営方針など財務諸表から読み取る力を養う
③ 上位方針や経営数字から自部門の課題・体質強化のポイントを考える

意思決定に欠かせない“計数を読む感覚”を鋭くし、財務的視点から自部門の課題を設定する

「分析数値が、正確か？」よりも経営者として「正しい課題設定と判断ができているか？」を考えることを大切にしたセミナーです。

リーダーとして戦略策定、課題設定における意思決定に欠かせない“財務計数を読む感覚”を学びます。

Thunderbird School of Global Management にてMBA取 得。大 手
都市銀行に入行。資本市場部、支店で営業に従事の後、IT系ベンチャー
企業に入社。事業計画、財務計画立案を担当する。
1998年ワールド・リンケイジを設立、ABC（Activity Based Costing：
活動基準原価）を利用した業務改善と人財育成を専門に経営コンサル
ティングを展開。2006年株式会社ブライトを設立し、代表取締役に就任。
業務改革コンサルティングと現場の人財開発を融合させた組織改革
コンサルティングを展開中。

【専門分野】
財務戦略、リーダーシップ開発、組織活性のファシリテーション、部下
育成コーチング、問題解決、事業計画立案、業務改革コンサルティング

講　師

乾 宗弘
株式会社ブライト 代表取締役

30名定　員

事前課題
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