
山中
やまなか

智広氏
ともひろ

No. 開催日時 タイトル

第

1
回

原価計算の基礎知識

第

2
回

原価計算の活用法と実践演習

13：00～17：00

20
（火）

7 /

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。

一般の方：お支払いに関するご案内をお送りいたしますので、セミナー開催４営業日前までにお振込みください。

会員…23,100円 一般…30,800円
※参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む。
※一括申し込みによる割引はございません。
※ １回毎の請求になります。
※キャンセルはセミナー開催２営業日前の17時まで
にご連絡ください。それ以降のキャンセルは、
原則受講料全額をいただきます。

会員…23,100円 一般…30,800円

【第1回】

【第2回】

2

13：00～17：00

27
（金）

8 /

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

原価計算マスター講座

１.弊社HPよりお申込みください。 https://www.rri.co.jp/seminar/onlinelive.html
２.お申込みの締切は、セミナー開催６営業日前の１７時です。
３.会場受講の方は、感染症対策のため、マスクの着用、受付での検温、ソーシャルディスタンス確保への
ご協力をお願いいたします。

４.新型コロナウィルス感染拡大の影響、または、諸般の事情により、オンライン受講・会場受講の開催形態を変更、
または中止とする可能性がございます。

ご

案

内

受

講

料

講 師

＜略歴＞

平成7年関西大学商学部卒業。平成15年税理士試験合格。1級Ｆ

Ｐ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。

2回
時間4

コース

×

オンライン受講 会場受講

アットビジネスセンター心斎橋駅前
大阪会場

大阪府大阪市中央区南船場4-4-21  TODA BUILDING心斎橋６Ｆ

オンライン受講 会場受講

オンライン受講 会場受講

グローアップコンサルティング㈱
代表取締役

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



次回（第2回）開催のお知らせ

13:00～17:00
２０２１年８月２７日（金）

原価計算の
活用法と実践演習

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。

しかし、業務として原価計算に関わっていない場合、原価について
の基礎知識を体系的に習得する機会は少なく、原価計算にわかり
にくさや抵抗を感じておられる方も少なくありません。
本セミナーでは、原価についての基本的な知識から主なケース別
の計算方法までを演習も交えて、わかりやすく解説いたします。ぜ
ひ、ご活用下さい。

＜西日本セミナー問い合わせ先＞０６－６２５８－８８０６

特色

カリキュラム

りそな総研セミナー

１.弊社HPよりお申込みください。 https://www.rri.co.jp/seminar/onlinelive.html
２.お申込みの締切は、セミナー開催６営業日前の１７時です。
３.会場受講の方は、感染症対策のため、マスクの着用、受付での検温、ソーシャルディスタンス確保へのご協力を
お願いいたします。

４.新型コロナウィルス感染拡大の影響、または、諸般の事情により、オンライン受講・会場受講の開催形態を変更、
または中止とする可能性がございます。

ご案内

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。
一般の方：お支払いに関するご案内をお送りいたしますので、セミナー開催４営業日前までにお振込みください。
※キャンセルはセミナー開催２営業日前の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、原則受講料全額をいただきます。

会員…23,100円 一般…30,800円 ＊参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む受講料

講師／

＜略歴＞
平成7年関西大学商学部卒業。平成15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。

グローアップコンサルティング㈱ 代表取締役

２０２１年７月２０日（火） １３ :００～１７ :００

アットビジネスセンター心斎橋駅前

開催日

会場

4時間×2回コース

オンライン受講 会場受講

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

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）原価計算はどういう手順で進めて

いくのか？

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 ７．質疑応答

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
（3）【演習】原価計算表の作成により

個別原価計算を知る

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）【演習】総合原価計算表の

作成により総合原価計算を知る

【持参物】
・電卓

オンライン受講 会場受講

※オンライン受講は「Deliveru」サイトにより視聴いただきます。
参加方法の詳細は後日受講者本人宛にE-mailにて案内させていただきます。

新企画

りそな総研
セミナー

14

原価計算の基礎・計算方法を習得

■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

原価計算マスター講座

原価計算の基礎知識
大阪会場受講

オンライン受講

4時間×2回コース 第1回

山中
やまなか

智広氏
ともひろ



前回（第1回）開催のお知らせ

13:00～17:00
２０２１年７月２０日（火）

原価計算の基礎知識

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。
本セミナーでは、損益分岐点の出し方・原価データの活用法から
利益構造の把握・会社の意思決定手法までを演習も交えて、わか
りやすく解説いたします。ぜひ、ご活用下さい。

＜西日本セミナー問い合わせ先＞０６－６２５８－８８０６

特色

カリキュラム

りそな総研セミナー

１.弊社HPよりお申込みください。 https://www.rri.co.jp/seminar/onlinelive.html
２.お申込みの締切は、セミナー開催６営業日前の１７時です。
３.会場受講の方は、感染症対策のため、マスクの着用、受付での検温、ソーシャルディスタンス確保へのご協力を
お願いいたします。

４.新型コロナウィルス感染拡大の影響、または、諸般の事情により、オンライン受講・会場受講の開催形態を変更、
または中止とする可能性がございます。

ご案内

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。
一般の方：お支払いに関するご案内をお送りいたしますので、セミナー開催４営業日前までにお振込みください。
※キャンセルはセミナー開催２営業日前の17時までにご連絡ください。それ以降のキャンセルは、原則受講料全額をいただきます。

会員…23,100円 一般…30,800円 ＊参加者１名様、消費税等・テキスト代を含む受講料

講師／ 山中
やまなか

智広氏
ともひろ

＜略歴＞
平成7年関西大学商学部卒業。平成15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。

グローアップコンサルティング㈱ 代表取締役

２０２１年８月２７日（金） １３ :００～１７ :００

アットビジネスセンター心斎橋駅前

開催日

会場

4時間×2回コース

オンライン受講 会場受講

２．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？

１．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

３．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）【演習】損益分岐点を軸としたＣＶＰ分析の

計算問題
（3）変動費と固定費の分け方
（4）【演習】変動費と固定費を分ける計算問題

４．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 ７．どちらが有利かの判断手法

５．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？
（3）【演習】値下げによる損益分岐点の

変化
（4）【演習】競争激化への対応策を

考える

６．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？

【持参物】
・電卓

８．質疑応答

（1）どの製品を増産するのが最適か？
（2）【演習】外注すべきか内製すべきか

の意思決定
（3）【演習】この注文を受けるべきか

どうかの意思決定
（4）【演習】実践的意思決定の

事例問題

オンライン受講 会場受講

新企画

りそな総研
セミナー

15

実務に役立つ原価の着眼点・活用法を習得

原価計算の活用法と実践演習

■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

大阪会場受講

オンライン受講

原価計算マスター講座4時間×2回コース 第2回

※オンライン受講は「Deliveru」サイトにより視聴いただきます。
参加方法の詳細は後日受講者本人宛にE-mailにて案内させていただきます。
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