担当部課の成長の基礎を押さえよう

「設備投資 と減価償却」
のための
意思決定 入門セミナー

開催日

大阪
東京
大阪
東京
大阪

2020年 6月12日（金）
2020年 7月15日（水）
2020年10月 5日（月）
2020年12月 2日（水）
2021年 2月 4日（木）

日本能率協会 各研修室

会

場

対

象 ・新任管理者（課長職およびその候補）
・研究所、技術者や工場の企画部門で、設備投資の
起案をすることのある方
・利益を出すための意思決定の基本を学びたい方
・設備投資、減価償却の数字について基本をあら
ためて押さえたい方
＊簿記会計などの知識は必要ありません

〔時間〕各回とも10：00〜17：00

■ セミナーのねらい

ほか

■ セミナーで学べること

管理者として成長にむけた投資に、その起案や意思決定はマネジメント
上の重要な項目です。
設備 投 資に関わる起 案、意 思 決 定には、押さえておくべき知 識があり
ますが、専門的な言葉であったり、普段使わない概念で理解しにくいことも
多くあいまいなままであることも多いようです。まず、ご自身が理解し、
周囲への説明もできるように、設備投資に関わるお金の考え方を学びま
す。とくに経営成果だけではなく、その会計処理のルールに則りながらビ
ジネスを早く、効果的にすすめるためのコツを学んでいただきます。

プログラム

① 管理者や技術者や工場などの企画部門担当者
に必須でありながら分かりにくい「設備投資」
と投資後の「減価償却」について、知っておく
べき知識を深め、使える知識にします。
② 上司や調達部門に起案、説明する際に効果、
品質、コスト、納期、などを意識して、説得
力を増して話しをすることができます。

10：00〜17：00 ＜昼食時間 12：30〜13：30＞

■ 意思決定と意思決定会計のキホン

設備投資の経済性計算方法

（1）意思決定とは何か？
（2）意思決定の種類・構成・プロセス
（3）設備投資の意思決定を知る

生産・販売設備の新設・更新・取替・廃棄などに関する意思決定を学ぶ
（1）代表的評価方法
（2）貨幣の時間価値の考慮の仕方を学ぶ
（3）資本コストとは？
（4）どの評価方法がよいのか？

■ 意思決定会計の基本的な考え方を学ぶ
（1）変動費と固定費
（2）埋没原価と機会原価
（3）差額原価収益分析を知る■

演習
■

（追加受注の可否の意思決定／内製するか外注するかの意思決定）

■ 設備投資の評価方法
（生産・販売の能力そのものに関する意思決定。
例えば、「古い設備を新しい設備に替えるべきか」など）
（1）設備投資の効果の測定方法をおさえる
（2）税金の効果
（3）演習・キャッシュフローを計算してみよう

■ 新規投資の意思決定を知る、使ってみる
■ リースか購入かの意思決定（資金調達方法の決定）
演習
■
■ 設備投資に要した支出を、その資産が使用できる
期間にわたって費用配分する手続を知る
（1）減価償却の概念をつかむ
（2）減価償却の計算方法

■ 計算根拠の見える化・見せる化のポイント
※プログラム内容・スケジュールは若干変更することがあります。

岸田泰治
講師の
ご担当
セミナー

※使い慣れた電卓をお持ちください。

新任管理者のための「利益管理」
入門セミナー

東京開催：2020年 7月14日（火）／ 2020年10月29日（木）
大阪開催：2020年 8月19日（水）／ 2020年11月17日（火）

事業成長のための

キャッシュフロー入門セミナー

大阪開催：2020年 9月18日（金）／ 2021年 1月25日（月）

詳しくは

JMAマネジメントスクール
https://school.jma.or.jp/

検

索

「設備投資と減価償却」のための意思決定入門セミナー
講
紹

師
介

（敬称略）

岸田

泰治

参加者の声

関西総合会計事務所
岸田公認会計士事務所 所長
公認会計士・税理士

・設備投資のプレゼンに向け、投資と回収のロジックと減価償却が分かり
役立った。
・工場の設備投資の担当として、財務会計と管理会計の違いを再確認できた。

大手監査法人で監査・上場準備業務等を経験し2006年に独立。中小企業の税務
会計業務・経営計画作成支援業務・事業承継対策業務のほか、上場企業等への会
計および税務コンサルティング業務等を幅広く行っている。職業会計人団体である
TKC全国会で中堅大企業支援研究会の副代表幹事を務めており、連結納税・連結
会計・税効果会計システム導入支援業務にも携わっている。わかりやすい説明には
定評がある。

関連セミナー

・設備投資の意思決定をする担当として、設備投資の経済性評価手法とそれに
関わる減価償却費の説明が大変役立った。
・投資効果の計算方法及び具体的な手順を知ることができ役立った。
・予算立案時に考慮すべき点のヒントを得られた。評価方法から考え方に
広がりを持つことができた。

詳しくは、セミナーID（半角数字）

担当部課の損得計算・管理会計の基礎を学ぶ

ID：100138

■ 事業にかかる費用の分類と
利益がでるしくみを知る
■ 担当部課が負担する
本社コストと個別固定費を知る
新任管理者として担当業務の「コストの把握」 ■ コストマネジメント
と「利益の出しかた」について知っておくべき ■ 業績評価の手法を知る

新任管理者のための
「利益管理」入門セミナー
必須知識を学び、認識を深めます。

＊簿記会計などの知識は必要ありません。

お申込みについて

1

・設備投資をするか外注化するかを悩んでいる中、入門
として勉強になった。

JMA （6ケタのID）

ID：100506

正しい意思決定・業績評価を行い、
自部門の成長戦略を描く

■ 事業計画、事業経営の成功の基準
を現金の出入りで設定してみる
■ 事業計画、事業経営に活かす
キャッシュフローの考え方
■ キャッシュフロー計算書のしくみ
キャッシュフローの計算方法をやさしく学び、
と見方
企 業 活 動をお 金の 流 れでとらえることで、
■ 同業種の競合企業のキャッシュ
正しい意思決定、業績評価を行うことを目指
フローを見比べてみる
します。
■ キャッシュフロー経営の実践のしかた

事業成長のための
キャッシュフロー入門セミナー

定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

パソコン（各種検索サイト）からダイレクトで

2
スマートフォン
タブレットから

JMA 設備投資と減価償却 または
セミナーID（半角数字）

で検索

JMA 100470

で検索

もしくは、https://school.jma.or.jp/
※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方は
JMAマネジメントスクールまでお電話（03-3434-6271）にてお問合せください。

参加料 （消費税抜） ※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。
一般社団法人日本能率協会法人会員
会

員

外

47,000円/1名
53,000円/1名

※テキスト（資料）費・昼食費が含まれております。
※法人会員ご入会の有無につきましては、下記HPにてご確認ください。
https://www.jma.or.jp/membership/

会員制度のご案内
小会は法人を対象とした会員制度を設けセミナー参加料割引をはじめ各種サービスを
提供しております。詳しくは経営・人材革新センター、または関西事務所までお問合
せください。

キャンセル規定
参加者のご都合が悪い場合は、代理の方がご出席ください。代理の方もご都合がつ
かない場合は、下記の規 定によりキャンセル 料を申し受けますので予めご了承くだ
さい。
開催7日前(開催初日を含まず起算) 〜前々日････････････････参加料の30％
開催前日および当日････････････････････････････････････････参加料全額
（万一キャンセルの場合は必ずメールあるいはFAXでご連絡ください。）

ご注意
・参加申込規定はお申込ページにございますので、ご確認・同意の上、お申込ください。
・同業他社からのご参加はお断りする場合があります。
・参加者数が最少催行人数に達しない場合は、延期もしくは中止にさせていただく
場合がございます。

申込に関する問合せ先 参加証・請求書、キャンセル・変更 等

JMAマネジメントスクール

TEL：03（3434）6271

電話受付時間 月〜金曜日9:00〜17:00 ただし祝日を除く
メール：seminar@jma.or.jp FAX：03（3434）5505

企画に関する問合せ先 プログラム内容、講師派遣、会員入会 等
参加開催地域ごとに下記小会事務所へお問い合せください。
本研修は、各社に講師を派遣して社内研修として開催できます。
研修プログラムは、各社の希望に合わせてカスタマイズしますので、社内研修を
ご検討の方はお気軽にお問合せください。
東京

経営・人材革新センター

大阪

関西事務所

これから求められる経営モデルの提唱

TEL：03（3434）1955（直通）
〒105-8522 東京都港区芝公園3-1-22

TEL：06（4797）2050（代表）
〒530-0001 大阪市北区梅田2-2-22
ハービスENTオフィスタワー 19階

JMAが選ばれ続ける4つの理由
現場課題に

未開拓領域を花開かせる

KAIKA Awardsは、全社的な変革
運 動、経 営 理 念を 体 現する人づく
り、ダイバーシティ経営、新しいチャ
レンジを進めるプロジェクトなど、
人・組織の力を結集する様々な取り
組みを対象にした表彰制度です。

日本能率協会（JMA）は、企業経営の要である「ひと」の力を最大に
することを通じ、新たな経営・組織づくりに貢献します。
社長・役員向けプログラムのほか、次世代経営者・幹部育成のための
長期プログラム、役職別の能力開発研修、人事・教育、マーケティング
など専門領域のスキルアップ研修など年間2,000本以上の公開型研修を
開催しています。
また、企業・自治体・学校に向け、個別課題解決支援を行っています。

合わせた
1 プログラム内容

2

実践力のつく
演習

3 研修結果を
継続させる仕組み

4

多様な業界、
業種と交流

