大阪開催

― 基礎から応用までしっかり習得できる！ ―

原価計算マスター講座【２回シリーズ】
【特

色】

会社が利益を向上させていくためには、売上増加と合わせて、いかに原価を抑えて利益を多く生み出して
いくかがポイントです。
本セミナーでは、原価計算が実際の実務に生かせるよう、原価計算の基礎を理解した上で、活用法から自
社での実務への落とし込み方のポイントまでを、解りやすく解説します。

【開催日時およびテーマ】※新型コロナウィルス感染拡大の影響を鑑み、中止・日程変更となる可能性がございます。
講

座

第１回

開催日時

テーマ

2020年 7月28日(火) ■１日でわかる！原価計算の基礎と活用法
や ま な か
と も ひ ろ
10:00～17:00 講師：グローアップコンサルティング(株) 代表取締役 山 中 智 広

2021年 1月19日(火)
第２回
10:00～17:00

【会

氏

■収益性を高める
「原価のしくみ」と「コストマネジメント」
みなみ

講師：南公認会計士事務所 公認会計士・税理士

南

と し

き

俊 基

氏

場】大阪銀行協会 別館３階（１１号室）大阪市中央区谷町３－３－５

【受講料】

全２回一括受講
個

別

受

講

… 会員 44,000 円
… 会員 24,200 円

一般 59,400 円
一般 31,900 円

まとめてお申込みで
大変お得！

＊参加者１名様、消費税等、テキスト・資料代を含む
１.全２回一括受講の場合、受講者ご本人で全講座を受講していただきます。
２.全２回一括受講の場合、受講料は一括でのお支払いになります。
第１回のセミナーをご受講いただいた後、キャンセル・欠席等によるご返金はいたしかねます。
３.全２回一括受講・個別受講共に、各種「無料券」･「割引券」･「早期割引」対象外のセミナーです。

参加申込書 （7/28・2021/1/19

原価計算マスター講座【２回シリーズ】）

＊個人情報の取扱いに関して「私は貴社の個人情報に関する利用目的を確認、同意の上、申込みをします」
なお、個人情報の取扱いについての詳細は、弊社ホームページ(https://www.rri.co.jp/seminar/index.html)をご覧ください。

【ＦＡＸ.06-6258-8863
貴社名

区

分

〒

Ｍ Ｓ・会 員・一 般

会員番号

部署・役職

受講票
送付先

連 絡
担当者

業 種
ＴＥＬ

りそな総合研究所 研修セミナー部 行】

ふ りがな

氏名
Ｅ-Mail

（

）

ＦＡＸ

（

）

取引店

支店

お申込みの講座に◯をつけてください。２回シリーズ一括でのお申込みが大変お得です。個別受 講の場 合、複 数選 択も可能 です 。
全２回一括・第１回・第２回

氏名

(

)

部署・役職

全２回一括・第１回・第２回

氏名

(

)

部署・役職

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のどちらかのお支払い方法になります。〔お問い合わせ先〕
一般の方：受講票とともに請求書をお送りいたします（原則)。セミナー開催前日までにお振込みください。
06-6258-8806
＊キャンセルはセミナー開催前営業日の 17 時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、受講料を全額いただき 研修セミナー部
ます。なお、諸般の事情により、開催を中止させていただく場合がございます。

２０２０年４月１日

現在

大阪開催

原価計算マスター講座【２回シリーズ・第１回】

経営管理者、経理・財務部門・生産部門ご担当者、原価計算を基礎から習得されたい皆さま向け

― 原価計算の基礎・計算方法から実務に役立つ原価の着眼点・活用法までを習得 ―

１日でわかる！原価計算の基礎と活用法
開 催 日：2020年
会

7 月 28 日 (火)

場：大阪銀行協会

10:00～17:00

別館３階（１１号室）

講

師：グローアップコンサルティング㈱
代表取締役

略

歴：

やま

なか

山 中

とも

ひろ

智 広

氏

1995年関西大学商学部卒業。2003年税理士試験合格。１級ＦＰ技能士、プロ
フェッショナルＣＦＯの資格も有する。資格試験受験専門校の簿記講座講師
を経て、大手会計事務所に勤務し、法人税、資産税、財務分析及び経営計画
立案を担当。平成19年に独立し、
「山中智広税理士事務所」を開業、
「グロー
アップコンサルティング株式会社」を設立。現在は、税務会計顧問業、経営・
財務コンサルティング業の他、全国各地の企業内研修・官公庁・シンクタン
ク・金融機関・大学などでの講演・セミナー講師としても活動している。講
演テーマは会計・経理・税務を中心に幅広く、初心者にもわかりやすい講義
には定評がある。

◆特色
経営環境がますます厳しくなってきている中、会社が利
益を向上させていくためには、売上増加と合わせて、いか
に原価を抑えて利益を多く生み出すかがポイントとなって
おり、そのためには原価計算で自社のコストの実態を正し
く把握し、その上で徹底した原価管理を実施することが重
要となります。また、原価の削減が利益に与える影響や利
益構造の変化が会社へもたらす影響、正しい意思決定手法
など、利益向上のために知っておくべき着眼点は数多くあ
ります。
そこで本セミナーでは、原価についての基本的な知識・
計算方法から、利益構造の把握・原価データの活用法・会
社の意思決定手法までを演習も交えてわかりやすく解説し
ます。

◆カリキュラム

※録音・録画はご遠慮下さい。

１.原価計算とは？
(1)原価計算とは何か？
(2)原価とは何か？
(3)原価計算の目的にはどのようなも
のがあるのか？
(4)原価の構成はどうなっているのか？
(5)原価計算期間とは何か？
２.材料費の計算
(1)材料費とは何か？
(2)材料費はどのように分類されるのか？
(3)材料費の計算方法
３.労務費の計算
(1)労務費とは何か？
(2)労務費はどのように分類されるのか？
(3)労務費の計算方法
４.経費の計算
(1)経費とは何か？
(2)経費はどのように分類されるのか？
(3)経費の計算方法
５.受注生産に適した原価計算
(1)個別原価計算とは何か？
(2)間接費の配賦方法と配賦基準

参加申込書(

(3)原価計算表の作成により個別原価計
算を知る【演習】
６.見込生産に適した原価計算
(1)総合原価計算とは何か？
(2)平均法による計算方法
(3)先入先出法による計算方法
(4)総合原価計算表の作成により総合原
価計算を知る【演習】
７.直接原価計算とは？
(1)全部原価計算との違い
(2)短期利益計画へ活用する
(3)直接原価計算で利益構造を把握する
(4)変動費率と貢献利益率
８.損益分岐点とは？
(1)損益分岐点の出し方
(2)目標利益を達成するために必要な売
上高の出し方
(3)安全余裕率とは？
９.演習でおさえるＣＶＰ分析
(1)構造を知ることで分析を容易にする
(2)損益分岐点を軸としたＣＶＰ分析の
計算問題【演習】

個人情報の取り扱いに関して、私は貴社の「個人情報に
関する利用目的」を確認、同意の上、申込みます。
URLhttps://www.rri.co.jp/seminar/index.html

)

原価計算マスター講座【２回シリーズ・第１回 】

7/28(火)

１１.値下げが利益に及ぼす本当の影響
(1)値下げが成功するラインを知る
(2)なぜ値下げが失敗するのか？
１２.利益感度分析の具体的手法
(1)何が一番当社の利益に影響を与え
ているのか？
(2)どう改善していくのが良いのか？
１３.どちらが有利かの判断手法
(1)どの製品を増産するのが最適か？
(2)外注すべきか内製すべきかの意思
決定【演習】
(3)この注文を受けるべきかどうかの
意思決定【演習】
(4)実践的意思決定の事例問題
【演習】
～必ず電卓をご持参ください～

個別受講：会員… 24,200 円 一般… 31,900 円
＊参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む
※新型コロナウィルス感染拡大の影響を鑑み、中止・日程変更
となる可能性がございます。

【ＦＡＸ．06-6258-8863

１日でわかる！原価計算の基礎と活用法

貴社名

区 分
〒

りそな総合研究所 行】

ＭＳ・会員・一般 会員番号
部署・役職

受講票
送付先

連 絡
担当者

（

ふりがな

氏名
Ｅ-Mail

業種(具体的に記入してください)
ＴＥＬ

１０.固定費と変動費が企業へ与える影響
(1)変動費と固定費がそれぞれ多いと
どういう影響が出るのか？
(2)変動費中心型企業と固定費中心型
企業の違い

）

ＦＡＸ

（

）

取引店

支店

第１回

氏名

（

）

部署

役職

7/28のみ
お申込み

氏名

（

）

部署

役職

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のどちらかのお支払い方法になります。〔お問い合わせ先〕
一般の方：受講票とともに請求書をお送りいたします（原則）
。セミナー開催前日までにお振込みください。
06-6258-8806
＊キャンセルはセミナー開催前営業日の 17 時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、受講料全額をいた 研修セミナー部
だきます。なお、諸般の事情により、開催を中止させていただく場合がございます。

大阪開催

原価計算マスター講座【２回シリーズ・第２回】

経営者､ 現場管理者人事担当、現場管理者人事担当総務担当者 総務担当者の皆さま向け

― 実務へ落とし込む手法をマスターする ―

収益性を高める「原価のしくみ」と「コストマネジメント」
開 催 日：2021年

1 月 19 日 (火)

会

場：大阪銀行協会

講

師：公認会計士、税理士、

略

歴：

10:00～17:00

別館３階（１１号室）

南公認会計士事務所

日本証券アナリスト協会検定会員

みなみ

とし

き

南

俊 基

氏

早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。慶應義塾大学大学院経営管理研究科
終了。監査法人トーマツ入所し、財務調査を中心に会社更生法監査、事業再
編等の業務に従事。ソニー㈱の戦略コンサルティング子会社にて、ソニーグ
ループの知的財産権評価、原価管理構築体制の支援等に従事。バイオベンチ
ャーであるテラ㈱にて、創業期から役員を務める。財務省理財局にて財政投
融資の調査業務に従事。現在は南公認会計士事務所の所長として、メーカー、
小売業、システム会社等に対して、事業計画の作成支援、財務戦略、原価管
理体制の構築支援等を提供。
＜著書＞
「６Ｗ３Ｈでわかる決算書入門」
、「書いて身につく会社分析ドリル」
（日本
経済新聞出版社）。

◆特色
売上の伸びが期待できなくなってきている不透明な経済環境
の中で、収益性を改善する王道は、原価のしくみを把握し、マ
ネジメントしていくことです。そのためには、企業は原価を把
握することが第一になります。現状を把握してこそ具体的でか
つ効果的な打ち手が打てるからです。この現状の原価構造を把
握するにあたって大きな役割を果たすのが原価計算の知識です。
しかし、
原価計算の基礎知識は理解することはできるのですが、
実務への落とし込むとなるとハードルが高いとの話をよく聞き
ます。実際に原価を計算して、現状を把握し、原価管理に応用
していくことができなければまったく意味がありません。
本セミナーでは、原価計算を実際に実務に落とし込んでいく
ためにはどこがポイントになるか解説していきます。また、現
在の原価計算方法の大きな欠点を理解していただき、原価計算
のクセを学んでいただきます。経理だけでなく、営業や事業企
画など幅広い部門で活用いただけるよう、実務への落とし込み
方を丁寧に解説します。皆様のご参加をお待ちしております。

◆カリキュラム

※録音・録画はご遠慮下さい。

１.原価計算の必要性
(1)原価を把握するということは
(2)実務への大きなハードル
～コストが下がらない原因とは
【事例研究】原価を知らずに起きる判断
ミスとは
（実務と理論の大きな違い）
～アウトソーシングをしても思ったよ
りコストが下がらない理由は
２.原価計算の基本
(1)計算事例でみる原価計算の基本
【計算事例】ラーメンの原価を計算して
みる
(2)注文体系で異なる原価計算の方法
【計算事例】個別原価計算と総合原価算
(3)原価を分類してみる
－材料費、労務費、経費の分類
－製造直接費と製造間接費の分類
－変動費と固定費の分類
【まとめ】原価の基本、６分類

参加申込書(

３.具体的な個別原価計算の流れ
(1)材料費の計算方法
→材料費＝価格×消費量の考え方
【事例研究】１個1,500円の部品と
10個5,000円の部品はどちらが
得か
【実務への落とし込み１】
手順に沿って材料費の計算を行ってみる
(2)労務費の計算方法
→労務費＝賃率×作業時間の考え方
【実務への落とし込み２】
手順に沿って労務費の計算を行ってみる
(3)経費の計算方法
→経費＝支払額
【実務への落とし込み３】
手順に沿って経費の計算を行ってみる
(4)製造間接費の計算方法
→配賦という考え方
【計算事例】身近な例でみる配賦の考え方
【実務への落とし込み４】
手順に沿って製造間接費の計算を行ってみる

個人情報の取り扱いに関して、私は貴社の「個人情報に
関する利用目的」を確認、同意の上、申込みます。
URLhttps://www.rri.co.jp/seminar/index.html

)

原価計算マスター講座【２回シリーズ・第２回 】

1/19(火)
〒

ＭＳ・会員・一般 会員番号
部署・役職

連 絡
担当者

（

ふりがな

氏名
Ｅ-Mail

業種(具体的に記入してください)

2021年
1/19のみ
お申込み

５.現在の原価計算方法の大きな欠点
(1)全部原価計算と直接原価計算とは
【実務上の注意点１】
売上が同じでも原価は変わる不思議
【実務上の注意点２】
在庫を変動すると利益が変わる
(2)直接原価計算の基本的な構造

個別受講：会員… 24,200 円 一般… 31,900 円
＊参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む
※新型コロナウィルス感染拡大の影響を鑑み、中止・日程変更
となる可能性がございます。

区 分

受講票
送付先

第２回

４.具体的な総合原価計算の流れ
(1)材料費の計算方法
【実務への落とし込み６】
手順に沿って材料費の計算を行ってみる
(2)加工費の計算方法
(3)進捗度と完成品換算量
【実務への落とし込み７】
手順に沿って加工費の計算を行ってみる
(4)製品別原価計算（総合原価計算）の計算
方法
【実務への落とし込み８】
製品別原価計算(総合原価計算)の計算事例

収益性を高める「原価のしくみ」と「コストマネジメント」【ＦＡＸ．06-6258-8863 りそな総合研究所 行】

貴社名

ＴＥＬ

(5)製品別原価計算(個別原価計算)の計算方法
【実務への落とし込み５】
製品別原価計算(個別原価計算)の計算事例

）

ＦＡＸ

（

）

取引店

支店

氏名

（

）

部署

役職

氏名

（

）

部署

役職

会員の方：入会時にご選択いただきました「口座振替」あるいは「お振込み」のどちらかのお支払い方法になります。〔お問い合わせ先〕
一般の方：受講票とともに請求書をお送りいたします（原則）
。セミナー開催前日までにお振込みください。
06-6258-8806
＊キャンセルはセミナー開催前営業日の 17 時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、受講料全額をいた 研修セミナー部
だきます。なお、諸般の事情により、開催を中止させていただく場合がございます。

セミナー会場のご案内

【大阪銀行協会】

天満橋駅
Osaka Metro

大阪市中央区谷町３−３−５

谷
町
線

交通

Osaka Metro 中央線・ 谷町線
「谷町四丁目 」駅６号出口より

大阪銀行協会

徒歩２分
Osaka Metro 中央線

別館

本館
谷町四丁目駅

※当ビルへのお車でのご来場はご遠慮願います。
※別館へは本館よりお入りください。

お申込み・ お問い合わせについて
申込方法

検索 りそな総研 大阪セミナー
弊社ホームページよりお申込みください。
「セミナー参加申込書」にご記入の上、FAXによるお申込みもいただけます。
先着順にお申込み受付後、「受講票」「会場地図」をご郵送いたします。
受付のご連絡は受講票の発送をもって代えさせていただきます。
なお、開催日一週間前までに届かない場合はお問い合わせください。
定員を超過した場合は、ご参加いただけないこともございます。

お願い

録音・録画はご遠慮ください。
参加予定の方がご都合の悪い場合は、代理の方がご出席ください。
なお、その場合は、お早めに代理出席の旨をご連絡ください。
参加申込みが少数の場合や講師の病気他、天災、パンデミック等により、開催を中止させていただく場合が
ございます。

受講料

支払方法

会員の方の受講料のお支払いは、入会時にご選択いただきました方法になります。
口座振替の場合:口座振替日はセミナー開催月の翌月23日（休日の場合は翌営業日）になります。
振込の場合:セミナー開催月の翌月10日頃に請求書をお送りいたします。
一般の方の受講料のお支払いは、お振込みとなります。原則、受講票とともに請求書をお送りいたします。
セミナー開催前日までにお振込みください。
（原則として、受講料の払い戻しはいたしませんので、ご都合のつかない場合は、代理の方のご参加をお願い
いたします｡）
キャンセルする場合

キャンセルする場合は、セミナー開催前営業日の17時までにご連絡ください。
それ以降のキャンセル及び、当日欠席は、受講料全額をいただきますので、ご了承ください。
事前のご連絡が無い限り、自動的キャンセルにはなりませんので、ご注意ください。
全２回一括受講する場合

全２回一括受講の場合、受講料は一括でのお支払いになります。
１回目のセミナーをご受講いただいた後、キャンセル・欠席等によるご返金はいたしかねます。

個人情報の
取り扱い

個人情報の取扱いについての詳細は、弊社ホームページ
（https://www.rri.co.jp/kojin/index.html）
を
ご覧ください。

各種割引

本セミナーは、各種「無料券」・「割引」
・
「早期割引」対象外です。

お申込み
お問い合わせ

りそな総合研究所

研修セミナー部

TEL：06-6258-8806

FAX：06-6258-8863

