担当部課の成長の基礎を押さえよう

セミナーID

52 「設備投資と減価償却」のための
ねらい

10:00

1. 意思決定と意思決定会計のキホン

（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
（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）

●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

5. 新規投資の意思決定を知る、使ってみる
○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。

記

会

員

※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）

17:00

7. 計算根拠の見える化・見せる化のポイント

※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

会計知識／
数字力

員

●経営戦略の基本要素、戦略構築のプロセスを体系的に学ぶ
（MBAの基礎で習得するような、一般的・普遍的な概念を網羅する）
●時勢の変化を意識し、既存事業からの変革に向けた戦略立案の考え方を学ぶ

（昼休み12:30 ～ 13:30）

１日

時間
9:30

●戦略を立案するための各種フレームワークについて理解し、職場で実践できる
ようになる

1. イントロダクション・アイスブレイク
2. 経営戦略とは

ねらい：戦略策定の全体像を知る

●異業種の参加者同士でのディスカッションにより新たな気づきを得る

•ビジネス環境の変化

•戦略検討プロセスの全体像

•ミッション、ビジョン、戦略、戦術、計画の関連性

対

象

3. 事業環境の理解

●事業戦略策定に携わっている方

ねらい：マクロな視点で市場の機会を評価する

●新規事業開発部門の方

•外部環境分析
（PEST、5 Forces）

●経営企画部門の方
●事業部の管理職の方

4. 提供価値の検討

ねらい：顧客、競合、自社を客観的に分析し、自社の優位性を特定する

会期・受講形態（会場）

•自社のSWOT分析

5. ビジネスモデル構築

ねらい：ビジネスモデル構築に必要な要素を学ぶ
•収益モデルの類型

•戦略実行に必要なリソースの検討

•マーケティングの基本要素（STP、4P）

○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。

日本能率協会法人会員
会

•バリュープロポジション

•顧客のニーズ変化

•事業変革、イノベーションの事例

参加料（税込）
記

•3C分析

員

外

6. 総括

56,100円／ 1名

ねらい：各種フレームワークを自社の事業にあてはめて整理、発表を行う
•自社の経営戦略整理、発表

68,200円／ 1名

※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）

戦略におけるトレードオフの選択について理解を深める

5. 事業のライフサイクルと新規事業の考え方

会

•講評とまとめ
17:30
※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。

員

外

9:30

組織の7S、クロスSWOT分析

8. 事業の管理

KPIの考え方
制度、システム、構造
リーダーシップ、組織文化、コミュニケーション

11. 自身の行動をどのように変化させるのかを
共有して本日の内容を振り返る
17:30

12. まとめと振り返り

※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。

事業が持続的に成長するために
組織変革力向上セミナー
（旧名称：イノベーティブ組織への変革セミナー）

セミナーID

事前課題

師

山田 竜也

定

員

30名

株式会社インディージャパン
取締役 トレーニングディレクター
電気通信大学 機械制御工学専攻 修士
MIT Sloan Executive MOT

（昼休み12:00 ～ 13:00）

1日目

時間
10:00

100064

講

プログラム
1. イノベーションのジレンマ

•イノベーションにおける、あなたの組織の課題は何か？
•改めて考える
「イノベーションのジレンマ」
•破壊的イノベーションを阻む力学

2. 持続的に成長する企業とは
•イノベーションと既存ビジネス
•P&Gはなぜイノベーティブなの

•持続的に成長する企業 ― 簡易診断
•Apple型/Google型イノベーションとの対比

3. 持続的に成長する企業が持つ４要素

•【未来への長期計画】
どのように持続的に成長するか
•【ガバナンス】
目標設定はどうするか
•【プロセス】新規事業は必ず異なるプロセスで実行する
•【人材】
イノベーティブな人材とは

ご案内は開講の1週間前頃にメールで送付いたします。

象

4. イノベーションのDNA

●未来の事業ポートフォリオを描きたい経営幹部、新規事業部門の責任者、
管理者の方
●既存事業の比率が高く、新規事業がなかなか育たないという課題を抱えている
経営者の方
●継続的にイノベーションを興す組織への変革の進め方を学びたい方

17:00

会

員

外

•5つのステップ
•戦略的機会領域の探索 ■
ケーススタディ

7. 持続的に成長する組織への改革

•ビジネスモデルとは何か
•自社のコアのビジネスモデルとは
•なぜビジネスモデル変革が難しいのか •成長マトリックス

129,800円／１名

8. 事例

•変革を支援する体制

151,800円／１名

※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）

•新規事業創出と既存事業継続の違い
•戦略的機会領域

6. Future Back アプローチ②

○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。

日本能率協会法人会員

2日目
5. Future Back アプローチ①
•未来像からの逆算
•Future Backによる経営のイメージ
•イノベーションポートフォリオ

2021年06月29日
（火）
～30日
（水）※オンライン
2021年12月02日
（木）
～03日
（金）※オンライン

参加料（税込）

•「イノベーター DNA診断」結果のフィードバック
•「イノベーター DNA診断」の適応事例

時間
10:00

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。

記

策定と実行の関係を理解する

10. 組織のソフト面

事前課題 ●事前に「イノベーター DNA診断」をWeb上で受診いただきます。

上

6. 戦略の策定と実行
7. 戦略の実行
9. 組織のハード面

114,400円／ 1名

◆「Future Backアプローチ」
（未来のありたい姿に基づくバックキャスティング）
を
学ぶ。
◆ 組織を持続的に成長させる行動や仕組みを理解する。
本セミナーは、
「イノベーションのジレンマ」、「ジョブ理論」著者のクリステンセン
教授の考え方をベースに、持続的に成長する組織に変革するために経営者や事業責
任者は何をするべきか等、“組織変革”
をテーマにした、経営幹部、事業開発者のた
めのセミナーです。
企業のイノベーティブ組織への変革支援（コンサルティング、コーチング、トレー
ニング）
を多数手掛けている講師から具体的に学べる貴重なセミナーです。

対

グループワークに基づく双方向の議論によって
「策定」
された戦略の「実行」
における
留意点を議論する

● 前日の学習の振り返り

102,300円／ 1名

ねらい

新規事業管理

2日目【 戦略の策定・実行とその実践】

時間
※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

※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）
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新規事業策定の留意点

17:30

17:00

•ビジネスモデルの発展

9. Future Back アプローチ実践のポイント
•成長マトリックスとは

２０２１年４月号

２０２１年４月号

2021年05月25日
（火）※オンライン
2021年08月25日
（水）※オンライン
2022年02月22日
（火）※オンライン

上

50

※確定した会場のご案内は、参加証の送付時に行います。

記

2日間

30名

プログラム

4. 経営戦略の策定プロセスについて具体的なケース議論

○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。

日本能率協会法人会員

3－2－1．一般外部環境の分析
3－3．内部環境の分析
3－5．事業戦略の考え方

イノベーション

定

3－1. 経営理念の考え方
3－2－2．業界環境分析
3－4．企業戦略（資源配分）の考え方
3－6．機能戦略の考え方

事業戦略・

イノベーション

事業戦略・

ねらい

150941

講 師
李 道明
EQパートナーズ株式会社
講師・コンサルタント

事業戦略「入門」セミナー

1日

参加料（税込）
上

事業戦略を立案するための考え方と基本フレームワークを1日で学べるプログラム
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■
演習

（1）
減価償却の概念をつかむ
（2）
減価償却の計算方法

58,300円／ 1名

外

「問題」
とは何かを定義して、解決策を出す思考法について学ぶ

3. 経営戦略の全体像

2021年09月30日
（木）
～10月 1日
（金）※オンライン
2022年03月07日
（月）
～03月 8日
（火）※オンライン

6. 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

51,700円／ 1名

日本能率協会法人会員

2. 目標、問題、解決策の思考法

象

会期・受講形態（会場）

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？

2021年08月23日(月)※オンライン
2021年11月25日(木)※オンライン

参加料（税込）

対

●事業戦略策定に携わっている方
●新規事業開発部門の方
●経営企画部門の方

4. 設備投資の経済性計算方法

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。

1日目【 戦略の策定】
グループワークに基づく双方向の議論によって戦略策定のプロセスを確認し理解を深める
とともに、新規事業の考え方について学ぶ

■
演習

（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

30名

1. 経営戦略とは何か

●「策定」
された戦略を
「実行」
する際の留意点を理解し、円滑な実行につなげるため
の思考について理解を深める。

3. 設備投資の評価方法

員

（昼休み12:30 ～ 13:30）

時間
9:30

●経営戦略の全体像と戦略立案のプロセスを基礎から再確認し理解を深めると共に、
戦略立案のプロセスについて、ディスカッションを通じてフレームワークから一歩
進んだ洞察を得る。

2. 意思決定会計の基本的な考え方を学ぶ

定

プログラム

戦略の「策定」
に関する基本フレームワークの使い方・戦略策定プロセスについて、
より深い理解を得るとともに、
「策定」
された戦略の
「実行」
に関する思考を深めるため
のプログラムです。

１日
（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

象

ねらい

100661

講 師
安田 直樹
EQパートナーズ株式会社
講師・コンサルタント
東京理科大学 経営学部 講師

事業戦略立案基礎セミナー

2日間

30名
（昼休み12:30 ～ 13:30）

時間

●新任管理者（課長職およびその候補）

上

員

プログラム

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。

対

定

セミナーID

54 ケースで学ぶ

講 師
岸田 泰治
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

意思決定 入門セミナー

1日

戦略の
「策定」
および
「実行」
に関する理解を深める2日間プログラム

100470

•成長マトリックスの描き方

※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。
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