１．組織・チームの一員としての基礎・心構え
内 容

１．企業とは何か
企業の仕組を理解し、社
会人としての自分の位置
付けを理解する

顧客満足の追求
企業が求める売上や利益は、
顧客が満足した結果得られる
ものであり、顧客が満足する
活動とは何かを考え、自分な
りの答えを出す。

企業活動のしくみ
【POINT】
最初のディスカッションから
ブレインストーミングを実践する。
会議やミーティングの効率的な
やり方を同時に体験する。
顧客のことを考えるのではなく
顧客の立場で考えることが全て
の基本ということを植え付ける。
組織の各部署がどのように重
要な役割を担うのかをバリュー
チェーンを用いて理解する

企業活動の全プロセスを俯
瞰するため、バリューチェーン
の考え方を導入、全社的見
地から、自分に今何ができる
かを考える。

企業と自分のつながり
企業のビジョン・指針・事業計
画と、自分の業務目標が密
接に連動していることを理解
し、企業収益創出の一員とし
ての自覚を持つ。

すすめかた・ツール

アウトプット

・企業の存続要因とは
（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）
・顧客が満足する活動とは
（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）
・顧客のとらえかた
（講義）

冒頭のディスカッションを通して、
自ら考え周りを巻き込む自律行
動が基本であると気づかせる。
また同時に今後ビジネスを続け
るうえで最も大切な「顧客の立
場に立つ」ことを知り、仮説を立
てることの重要性を理解する。

・企業活動をプロセスでみる
（講義）
・バリューチェーン分析
（ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ）
・自分の位置付けを知る
（講義）

企業活動を俯瞰してみることを
体験する。高収益企業を例にと
り、どのプロセスで優位性を生
み、またどのプロセスで収益性
を確保するかを分析理解する。
これにより常に全体を見ながら
職務遂行する「大局着眼・小局
着手」という考え方を身につける。

・会社のビジョンを知る
（講義）
・事業計画と個人目標の関係
（講義）
・目標のとらえかた
（講義）

会社として共有すべきビジョン・
指針をしっかりと理解する。
これから実務で立てる自己目標
についても同様の構造であるこ
とを知り、自己目標達成が効力
感のあるものにする。

＊使うﾂｰﾙ：ﾊﾞﾘｭｰﾁｪｰﾝ分析

１．組織・チームの一員としての基礎・心構え
内 容
２．組織･ﾁｰﾑとは何か

組織・チームの理解

チームで成果を生み出す
ための自分の役割を理解
する

集団と組織（チーム）の違い
を明らかにし、チームで仕事
をする意味を理解する。

成果とは何かを知る
【POINT】

マネジメントとリーダーシップの
違いを知り、新人・若手でもマネ
ジメント行動はとれないが、リー
ダーシップはとることができる
（とらなくてはならない）ことを知
る。
プロとして生み出す成果を立体
的に捉え、成果そのものと成果
の生み出し方について的確な
認識を得る。

成果の考え方を明確にし、今
どんな成果を出すべきか、半
年後は、１年後は、と時間軸
を考慮した成果と貢献につい
てしっかりと認識する。

リーダーシップ
人を巻き込んで仕事をする上
で欠かせないリーダーシップ
について、適切に理解し、ど
のようにしてリーダーシップを
発揮すればよいかを知る。

すすめかた・ツール

アウトプット

・集団とチームを区別する
（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）
・チームの定義と必要な要素
（講義）
・成果と貢献
（講義）

チームで成果を出すことの重要
性を認識する。
チームビルディングの要素を理
解し、成果を出すことが最重要
であることを認識する。

・成果とは何かを知る
（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）
・成果と時間軸
（講義）
・Can Must Will のバランス
（講義）

成果は結果のみではなく、プロ
セスが重要であることを知る。
今出すべき成果、今手がけて時
間をかけて出す成果、など成果
を立体的に捉える。
Can Must Willのバランスを考え、
今は「Must」に集中すべきことを
理解する。

・チームの成果を高める視点
（講義）
・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟに必要な要素
（ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ）
・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟとｾﾙﾌﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
（講義）

エンパワーメント・リーダーシッ
プとは何かを理解する。
今の立場でリーダーシップがと
れることを知り、どうすればよい
かを自分なりに計画することが
できる。
基本となるセルフマネジメント行
動について理解する。

１．組織・チームの一員としての基礎・心構え
内 容
３．仕事の進め方
PDCA・時間管理・優先順
位付けなど必要なｽｷﾙを
習得する

個人の成果を高める
仕事をする上で必須である
P-D-C-Aサイクルを学び、さ
まざまな視点で検討し、成果
が上がるように仕組むことを
理解する

組織成果に貢献する
【POINT】

自分の仕事をPDCAサイクルで
セルフマネジメントすることを理
解する。特に優先順位付けにつ
いては数値化して定量的に分
析する手法を体験する。
「報・連・相」はどうすればよい
かを理解し、最後にゲームで確
認する。わかったつもりでも実
際にはなかなかできないことを
体験し、今後 より謙虚に取り
組むべきことを体感する。

組織の成果を最大化するた
めに必要な要素である「報・
連・相」は何かを学び、正しい
アクションがとれるようにする。

すすめかた・ツール

アウトプット

・PDCAサイクルをつくる
（講義）
・ﾁｪｯｸの観点、効果的なPLAN
（講義）
・対処と優先順位付け
（講義・QFD演習）

有効な計画が立てられるように
なる。またその計画は自主的自
律的に立てられること、また柔
軟に捉え常に見直すことができ
るようになる。
特に実行ベースでの優先順位
付けがしっかりでき、実務遂行
に不備が生じないようになる。

・「報・連・相」の重要性
（講義）
・指示の受け方
（講義）
・「報・連・相」の実際
（講義）

コミュニケーションのメカニズム
を理解し、相手の立場に立つ
（社内顧客の立場に立つ）ことを
基本として十分な「報・連・相」が
できるようになる。
簡単なことが簡単にできる「凡事
徹底」ができるようになる。

実践ゲームによる確認
チームで成果を上げるための
コミュニケーション、報連相に
関して、理解したことを実践
する。「わかる」から「できる」
のGAPを知る。

・コミュニケーションゲーム

（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ）

ゲームを通して、「わかる」と「で
きる」のGAPを知る。
役割に応じて取るべき行動とは
どんなことか、また指示は積極
的に取りに行かなければならな
いことなどを体験的に習得する。

＊使うﾂｰﾙ： PDCA QFD ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｹﾞｰﾑ

２．顧客心理とビジネスマナー
内 容
ﾏﾅｰの必要性理解
１．マナーの必要性
顧客心理からなぜマナー
が必要かを理解する

２．文書･ﾒｰﾙの書き方
すぐ必要なﾋﾞｼﾞﾈｽ文書の
基本的な作り方を理解す
る

３．挨拶･名刺･電話･伝言
一般常識に基づいた動作
の基本を「型」として習得
する

顧客心理とｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾒｶﾆｽﾞ
ﾑの観点から、なぜﾏﾅｰが必
要かを体験理解する
考え方の基本・基準は何かを
理解する

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾗｲﾃｨﾝｸﾞ
配属後すぐ必要になるメール
の書き方、文書の作り方を体
験的に学ぶ
失礼にならず、わかりやすい
文書が書けるようにする

ﾏﾅｰの基本動作習得
行動心理・空間心理に基づい
て、姿勢や動作ひとつひとつ
の意味を理解し、基本の「型」
をつくる

すすめかた・ツール

アウトプット

・相手（顧客）の立場に立つ
（講義）
・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝﾒｶﾆｽﾞﾑ
（演習・講義）
・ﾏﾅｰの必要性理解
（講義）

常に自分の姿をﾁｪｯｸして、基本
通りの態度・動作ができるような
心構えを持つ。
人に受け入れてもらうためには
何が必要かを理解し、今後互い
に指摘し合えるような素地がで
きる

・文書の目的、基本の考え方
（講義）
・e-mail の書き方
（演習・講義）
・ﾋﾞｼﾞﾈｽ文書の書き方
（演習・講義）

受け取った相手を動かすという
文書の目的を押さえ、表現や構
成の良し悪しがわかるようにな
る。
ﾒｰﾙや案内文書などの作成ﾊﾟ
ﾀｰﾝを理解し、しっかりした文書
が作れるようになる。

・人の空間心理理解
（演習・講義）
・挨拶 名刺交換 電話 伝言
（演習・講義）
・実務への応用
（講義・演習）

職場配属後、周囲や顧客に失
礼のないようにする。またもし失
敗したときはその理由が分りす
ぐ反省・是正出来るようになる。
基本のﾏﾅｰが身につくことで実
務遂行がやりやすくなり、立ち上
がりが早くなる

＊使うﾂｰﾙ： ﾏﾅｰﾌﾞｯｸ

３．ビジネス遂行の基本スキル
内 容
１．ﾛｼﾞｶﾙ&ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
ｼﾝｷﾝｸﾞ
問題解決に必要な２つの
思考法を身につける

問題解決とは何か
日々の仕事は問題発見、問
題解決の連続であり、それが
成果だということを理解する。
問題解決の定義を知り、基本
プロセスを理解する。

ﾛｼﾞｶﾙに問題設定する
【POINT】
ﾛｼﾞｶﾙだけではなく、ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞ
に発想することを知り、両方実
践できることを目指す。
書き出す（言語化する）ことを徹
底して行い、ｵｰﾄｸﾗｲﾝによる気
づきから仮説を立てることの重
要性を体験的に理解する。
使うﾂｰﾙの性質を理解し、それ
ぞれすべきこと、してはいけな
いことを整理して理解する。

問題をどう設定するかを理解
し、原因究明ﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰを使っ
て掘り下げる。使うﾂｰﾙを限
定し確実に出来るようにする。

ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞに解決する
対応策のﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰをつくり、
各対策を評価して総合対応
策を立案する。それとは別に
自由な発想で解決策を出す
やり方を体験する。

すすめかた・ツール

アウトプット

・問題解決とは何か
（講義）
・問題解決の基本ﾌﾟﾛｾｽ
（講義）
・使うべき主要なﾂｰﾙ
（講義）

問題解決行動とは、「７０点主義
で早く仮説を立て、周囲を巻き
込んで行動を起こし、修正しな
がら解決に向かうこと」であるこ
とを理解する。そのために、論
理的に分かりやすく表現するこ
との重要性を理解する。

・ﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟからﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰへ
（ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ）
・MECEﾁｪｯｸ
（講義・演習）
・ﾂｰﾙの性質と使い方
（講義）

ﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰ（ﾋﾟﾗﾐｯﾄﾞｽﾄﾗｸﾁｬｰ）が
使えるようになる。
実際の分析ではﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟやﾎﾟ
ｽﾄｲｯﾄを使って短時間でまとめ
る具体的な手法をﾏｽﾀｰする。
各ﾂｰﾙの性質を理解して、的確
に使いこなすことで今後の自己ﾄ
ﾚｰﾆﾝｸﾞのきっかけとする。

・対応策のﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰ
（ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ）
・ｱｲﾃﾞｱ抽出法
（ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨ）
・発想力鍛錬 ｵｽﾞﾎﾞｰﾝﾘｽﾄ
（講義）

原因究明のﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰから個別
対応策のﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰをつくり、総
合対策に至るﾌﾟﾛｾｽが実行でき
るようになる。
問題に対する全体構造をﾛｼﾞｶﾙ
に解明するとともに、別な観点
から新しい発想をどう生み出す
のかを体験的に理解する。

＊使うﾂｰﾙ： ﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ ﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰ MECE ﾏﾝﾀﾞﾗｰﾄ ｵｽﾞﾎﾞｰﾝﾘｽﾄ

３．ビジネス遂行の基本スキル
内 容

すすめかた・ツール

ﾌﾟﾚｾﾞﾝ態度（人間性）
２．ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ
意見を述べ合意形成す
るための、誠実なﾌﾟﾚｾﾞﾝ
ﾃｰｼｮﾝを習得する

【POINT】
人に説明するときに何が一番必
要かを心理学の観点から理解
する。
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝがうまくなることよ
りも、基本通りに誠実に行える
ことを目指し、それがｺﾞｰﾙ到達
の早道であることを体験理解す
る。

アウトプット
ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ成功の公式は、
人間性×知識×対応力であるこ
とを理解し、特に新人では人間
性を重視したﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝが重
要であることを知る。
また自分の態度の癖を知り、な
にを是正すればよいかを知るこ
とで、課題を明確に認識する。

相手に届くﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝとは
どのようなものか、成功の要
因は何かを理解する。
ﾒﾗﾋﾞｱﾝの法則を理解し、まず
は見た目と声の調子を整える。

・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ成功の要因
（講義）
・見た目づくり
（演習・相互確認）
・話し方づくり
（演習・相互確認 ）

ｺﾝﾃﾝﾂのまとめ方

・ゴール設定

情報をいかに伝わりやすくす
るか、基本形を知り、応用で
きるようにする。言いたいこと
をｼﾝﾌﾟﾙにまとめ、結論から
示すことを理解実行する。

（講義）
・コンテンツをまとめる
（講義・演習）
・わかりやすさとは
（講義・演習）

目指すゴールのありかたによっ
て情報のまとめ方が異なること
を理解する。
また、分りやすさとはどのような
ことかを理解し、相手の立場に
立った資料作りができるようにな
る。

・成功ﾊﾟﾀｰﾝをつくる
（演習・相互確認）
・段取りをつくる
（講義）
・６回練習する
（演習・相互確認）

段取りの取り方がわかり、一定
以上練習することで成功確率を
高めることができる。
言ってはいけない言葉ややって
はいけない態度を理解する。
また緊張を味方につけることも
習得する。

準備・ﾘﾊｰｻﾙ・本番
相手の立場に立ち、周到な準
備をすることで、本番での対
応力を身につける。事前に６
回ﾘﾊｰｻﾙすることでﾌﾟﾚｾﾞﾝの
成果を確実なものにする

＊使うﾂｰﾙ： ﾛｼﾞｯｸﾂﾘｰ

３．ビジネス遂行の基本スキル
内 容
３．ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを上げる
ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝﾒｶﾆｽﾞﾑを知り、
自己対話によってﾓﾁﾍﾞｰ
ｼｮﾝを上げる

すすめかた・ツール

ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝﾒｶﾆｽﾞﾑ
ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝが上がる時、逆に
下がる時はどんな場合かを
知り、ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの構造を理
解することで、ｺﾝﾄﾛｰﾙ出来る
ようになる

衛生要因と促進要因
【POINT】

実務に入るとﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝｺﾝﾄﾛｰﾙ
が難しくなるので、予めそのﾒｶﾆ
ｽﾞﾑを理解することで、大きくへ
こまないような心理状況をつくる
無理にﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを上げようと
するのではなく、仕組を知って
利用することで、安定した職務
遂行ができるようにする
ﾋﾞｼﾞｮﾝ・目標・ﾌﾟﾛｾｽ指標の３段
階設定は、課題解決の型として
活用できるようにする

ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを起動し維持させ
ることと、向上させることを区
別する。下がらないために何
をすべきか、上げるために何
をすべきかを知る

目標の３段階設定
目標を設定するとﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ
が上がるというのは間違い。
ではどうすれば自己のﾓﾁﾍﾞｰ
ｼｮﾝを維持し、向上できるかを
体験理解する

アウトプット

・ﾋﾞｼﾞｮﾝ設計が基本
（講義）
・ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの構造理解
（講義）
・行動促進のABC
（講義）

ﾋﾞｼﾞｮﾝとは何かが理解でき、自
分自身のﾋﾞｼﾞｮﾝをつくることがで
きるようになる。
ｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄ・ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの基盤
技術がﾋﾞｼﾞｮﾝ設計なので、ﾁｰﾑ
内で適切なﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟが可能に
なる。

・自分のタイプを知る
（演習・相互確認）
・ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ維持
（講義）
・ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ向上
（講義）

ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝが上下するﾒｶﾆｽﾞﾑを
構造として理解する。またそれ
は個人のﾀｲﾌﾟによって多尐変わ
ることを知ることで、他者に対す
る理解をﾍﾞｰｽに適切なﾘｰﾀﾞｰｼｯ
ﾌﾟがとれるようになる。

・目標とﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝの関係
（講義）
・３つの目標とは
（講義・演習）
・実務への応用
（講義・演習）

ﾋﾞｼﾞｮﾝ設計でﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを起動さ
せ、目標設定で維持させる。さら
にﾌﾟﾛｾｽ指標で毎日確認するこ
とでﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝを向上させる技術
を習得する。
実務でそれを簡単に実行するた
めのコツを知る

＊使うﾂｰﾙ： ﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝｶｰﾌﾞ 価値観分析 ﾋﾞｼﾞｮﾝｼｰﾄ

４．自己成長を促す目標管理
内 容
１．ﾋﾞｼﾞﾈｽ･ﾗｲﾌﾗｲﾝ･ﾁｬｰﾄ

ｵｰﾄｸﾗｲﾝ

職務に当たって得たこと
や、現状の問題点を洗い
出す

互いの成長を認め合い、また
悩みや壁などについて忌憚
なく語り合うことで互いに気づ
きあう。

２．目標の立て方
目標は３段階でたてる
本当の「目標による管理」
を理解する

目標設定の実際
目標をどう扱うとﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝが
上がり、かつ達成に導くこと
ができるかを心理学をもとに
体系的に学ぶ

高いｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰの発揮
３．高いｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰの発揮

ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰﾚﾍﾞﾙ４の発揮の
しかたを身につける

ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰとは能力の発揮で
あることを理解し、ﾚﾍﾞﾙと難
易度について理解する。自分
が高いｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰを発揮する
ためのｱﾌﾟﾛｰﾁ法を習得する

すすめかた・ツール

アウトプット

・ｵｰﾄｸﾗｲﾝとﾓﾁﾍﾞｰｼｮﾝ
（演習・講義）
・半年間のふりかえり
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ）
・気づきのまとめ
（ｸﾞﾙｰﾌﾟﾜｰｸ）

実務経験で得たこと、失敗したこ
とを出すことで、現在の位置を
確認し、同時に当初描いていた
ﾋﾞｼﾞｮﾝや目標とのｷﾞｬｯﾌﾟを明確
にする。

・「目標による管理」とは
（講義）
・３段階設定目標の実際
（演習・講義）
・相互コーチング
（演習・講義）

ﾋﾞｼﾞｮﾝ・状態目標・ﾌﾟﾛｾｽ目標の
３段階設定が実際にできるよう
になる。
業務上の目標についてもどう捉
えるとより達成しやすくなるかを
理解する。

・ｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰ（能力）とは
（講義）
・独自ｱｲﾃﾞｱを実行するﾚﾍﾞﾙ４
（演習・講義）
・実務への応用
（講義・演習）

能力の段階を知り、壁に当たっ
た時独自のｱｲﾃﾞｱを出して乗り
越える行動がｺﾝﾋﾟﾃﾝｼｰﾚﾍﾞﾙ4で
あることを意識し理解する。
ﾚﾍﾞﾙ4が発揮できるようにするに
は何が必要かをつかみ、実務に
活かせるようになる。

＊使うﾂｰﾙ： 振り返りｼｰﾄ
humanize

５．課題解決手法
内 容

１．課題設定
ﾋﾞｼﾞｮﾝと現状から課題を
設定し、3段階の目標をた
てる

課題の設定
ﾋﾞｼﾞｮﾝとVOCから課題を設定
する。業務課題は与えられる
ことも多いので、その課題を
どう捉えるとより実行しやすく
なるかを習得する

分析（ﾛｼﾞｶﾙｼﾝｷﾝｸﾞ）

２．分析手法
ﾌﾟﾛｾｽ分析⇒要因分析で
重要要因を特定する

課題をまずﾌﾟﾛｾｽ分析し、重
要ﾌﾟﾛｾｽを特定する。次に重
要ﾌﾟﾛｾｽに対して要因分析を
し、重要要因を特定する。こ
の一連の手法を理解する

３．改善手法

ｱｲﾃﾞｱ抽出・改善実行
（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｼﾝｷﾝｸﾞ）

重要要因に対する改善策
を発想し、検証しながら実
行する

重要要因に対する具体的な
改善手段を自由に数多く発想
する。策を評価し、実行に移
し、ﾚﾋﾞｭｰするやり方を学ぶ

すすめかた・ツール

アウトプット

・与えられた課題の 先を見る
（演習・講義）
・課題をブレイクダウンする
（演習・講義）
・目標をチェックする
（演習・講義）

立てた業務課題を正しく捉えて
先を見通すことで柔軟な発想に
なることを体験する。
目標を適切に表現することで、
達成のための力が出ることを知
り、実践できるようになる。

・ﾌﾟﾛｾｽﾌﾛｰ図をつくる
（演習・講義）
・要因分析CE図をつくる
（演習・講義）
・重要要因を特定する
（演習・講義）

課題の分析は、①ﾌﾟﾛｾｽをたど
る ②要因を洗い出す の順で
行い、かつ1分析を30分で実行
する具体的かつ簡単なやり方を
身につける。

・ｱｲﾃﾞｱとは何か
（講義）
・ｱｲﾃﾞｱ抽出の実際
（演習・講義）
・実務への応用
（講義・演習）

ｱｲﾃﾞｱとは何かをつかみ、実際
にﾂｰﾙを使って業務改善改革の
ｱｲﾃﾞｱを抽出する。
これら一連のｽﾃｯﾌﾟを研修中に
実行することで、具体的に業務
上の課題解決が進む。

＊使うﾂｰﾙ： Fish Bone ﾌﾟﾛｾｽﾌﾛｰ図 ﾏｲﾝﾄﾞﾏｯﾌﾟ ﾏﾝﾀﾞﾗｰﾄ

６．コスト・利益の仕組み
内 容
１．利益の仕組を知る
（P/L）
P/Lのしくみを知り、損益
分岐点分析法を理解する

２．資金構造を知る
（B/S）
B/Sのしくみを知り、財務
診断ができるようにする

損益構造の理解
会社の成績表である財務諸
表の基本構造を理解する
損益のしくみ、変動費・固定
費・損益分岐点分析手法を理
解する

資金構造の理解
難しいとされるB/Sを、とても
簡単にかつ的確に読むことが
できるようにする
分析のみならず、どんな状態
にするかのﾋﾞｼﾞｮﾝが描ける

B/Sでﾋﾞｼﾞｮﾝを描く
３．ﾋﾞｼﾞｮﾝを描く

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ感覚でﾋﾞｼﾞｮﾝを描
くﾄﾚｰﾆﾝｸﾞを行う

自分が経営者ならどんなB/S
にしたいかを描く訓練をする
それにより、ﾋﾞｼﾞｮﾝに計数的
根拠を持たせることが重要で
あることを理解する

すすめかた・ツール

アウトプット

・財務諸表のしくみ
（演習・講義）
・損益計算書のしくみ
（演習・講義）
・損益分岐点分析
（演習・講義）

いずれ避けては通れないのなら
ば早い機会に基本事項をクリア
する。
損益のしくみと利益創出のポイ
ントを理解し、計数に強くなり、
実務で使えるようになる

・貸借対照表のしくみ
（演習・講義）
・家計感覚で分析する
（演習・講義）
・資金構造診断の実際
（演習・講義）

資金構造が理解でき、理想形が
わかるため、どんなﾊﾞﾗﾝｽｼｰﾄで
も簡単に診断でき、どこをどうす
ればよくなるかが具体的にわか
るようになる。

・B/Sをもとにﾋﾞｼﾞｮﾝを描く
（演習・講義）
・P/Lをもとに計画を立てる
（演習・講義）
・実務への応用
（演習・講義）

ﾋﾞｼﾞｮﾝが根拠を持ち、具体的に
描けるようになる。ゲームのよう
に楽しみながら計数感覚を身に
つけることで、早い段階からﾏﾈ
ｼﾞﾒﾝﾄ感覚（自立＆自律的な仕
事遂行）が身につく。

＊使うﾂｰﾙ： 損益分岐点分析ｼｰﾄ 資金構造分析ｼｰﾄ

