
研修期間

対象者

会場

講師紹介（敬称略）

研修のポイント研修のねらい

検 索

Webからもご覧いただけます。

中小企業大学校 四国

青木 道生（あおき みちお）
アジア太平洋マネジメント　代表

ロサンゼルス、カナダ留学を経て、金融機関勤務。アジア太平洋マネジメント代表。㈱アジア太平洋トレーディング代表取締役。その他複数社の取締役を
務める。
金融・財務及び企業再生のコンサルタントとして、多くの企業の再生に携わる。中小企業大学校（広島校・直方校・人吉校）講師、全国の商工会議所
や行政機関及び上場企業を含む民間企業での講義・講演を多数務める。
特に指標や比率に依存しない決算書の読み方は、初心者にも分かり易いと定評があり、机上の空論ではない、実務的見地からの財務分析を実践する。

経理・財務に関する知識がない方も、
決算書を読めるようになります。

自社の経営課題を、財務的な見地から
読み解けるようになります。

金融機関や税理士等と、財務について
意見を交わせるスキルを獲得します。

決算書に収益改善のヒントがあるのは分かっているが
活用できていない…日々の業務に追われ、決算書の
読み方を学ぶ機会がなかった…金融機関も同じ数字
を見ているのに彼らだけ何か読み取っている…
そんなモヤモヤは終わらせましょう！
本研修では、決算書の基礎知識から始めて、決算書
から収益改善や成長のための課題および解決策のヒン
トを見出すまでを二日で学びます。

探せ！収益改善の攻めどころ

経営のための決算書入門

中小企業大学校 四国キャンパス
独立行政法人　中小企業基盤整備機構　四国本部

104コースNo.

財務管理

定　員

受講料

［香川県高松市開催］

中 小 企 業 大 学 校

四国
キャンパス

経営者、経営幹部、
経理財務の責任者
・決算書の分析を始めてみたい方
・収益改善のヒントをつかみたい方
・金融機関や税理士との対話に自信がない方
※入門レベルでない方は「財務分析実践講座」
　（関西校、広島校等）をご受講ください。

30名

22,000円（税込）

2020 年

7  1 水 〜7  2 木

香川県高松市サンポート2-1
  JR高松駅から徒歩で約3分
  ことでん高松築港駅から徒歩で約5分
  高松自動車道高松中央ICから車で約20分

高松シンボルタワー タワー棟 17 階
オフィスサポートセンター内会議室

月 日 時 間 科 目 内 容

7 1
水

9:45-10:00 開講式・オリエンテーション

10:00-15:30
（昼休1H） 決算書の基礎知識

決算書を読む上で必ず理解しておきたい事項につい
て学びます。
•	 財務会計と管理会計の違い
•	 決算書（貸借対照表・損益計算書）の構成
•	 重要な用語

15:30-18:00

モデルケースで学ぶ
決算書の読み方

モデル決算書を基に、企業活動がどのように決算書
に表れるのかを読み解いていきます。
•	 企業の経営戦略は決算書にどう反映されるのか
•	 数値の変動から、企業の経営判断を考察する
•	 経営課題を見つけ出し、収益改善戦略を考察する
•	 収益と資金繰りの違い
•	 キャッシュフロー計算書の構成と簡易的な見方
•	 求められる適正な利益の水準
•	 セグメント別の収益性分析からの経営判断

7 2
木

9:30-12:30

13:30-16:30 自社の決算書を
読み解く

自社の決算書を題材に、実際の企業活動との連動を
読み取り、経営課題と解決策を導き出すための理解
を深めます。
•	 適正な利益水準は
•	 自社の経営課題は決算書のどこに現れているか
•	 自社の企業活動のどこを改善すればよいか

16:30-17:30 「中小会計要領」
導入のすすめ

経営の舵取りに活用できる決算書を作るために導入
したい「中小会計要領」の有用性を学びます。
•	 科目の継続性と内容の正確性
•	 決算書の信頼性

17:30-17:40 終講式・修了証書の授与

※ 7 月 1 日（水）の研修終了後に受講者交流会（参加費 3,000 円）を開催。受講者の皆様の交流を深めます。
※ 7 月 2 日（木）の自社決算書分析は、決算書が持出不可の受講者はモデル決算書で演習を行っていただきます。
※ カリキュラムにつきましては、都合により一部変更する場合がございますので、予めご了承ください。



独立行政法人 中小企業基盤整備機構（中小機構）
中小機構は、国の中小企業政策の中核的な実施機関として、起業・創業期から成長
期、成熟期に至るまで、企業の成長ステージに合わせた幅広い支援メニューを提供し
ています。地域の自治体や支援機関、国内外の他の政府系機関と連携しながら中小企
業の成長をサポートしています。
中小企業大学校は、中小機構が全国で運営する中小企業と中小企業を支援する機関
のための研修施設です。

中小企業大学校 四国キャンパス（中小機構 四国本部）
中小企業大学校は、既存の業界や市場の枠を超えて、デジタル技術などを活用しな
がら生産性の向上や事業拡大を牽引する中小企業の中核人材を育成する研修施設で
す。基盤となる経営知識に加え、経営に関する分析力、洞察力、統合力、意思決定
力などの経営に必要な能力と専門知識を習得する研修を行っています。
令和元年度より、従来の９つの大学校やWEBeeキャンパス（オンライン校）等に加え、
四国キャンパス（中小機構四国本部）を開校しました。

お問合せ：独立行政法人 中小企業基盤整備機構 四国本部 企業支援部人材支援課
香川県高松市サンポート 2-1　高松シンボルタワー タワー棟７F　087-811-1752（ダイヤルイン）
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FAX. 087-811-3070                              受講申込書　　　　　◆すべての項目をもれなくご記入ください。

フリガナ 代表者役職

会社名 代表者氏名

所在地 〒　　　　　　　　　　　都 道
　　　　　　　　　　　　府 県

TEL FAX

業　種  E. 製造業　　I-1. 卸売業　　I-2. 小売業　　R. サービス業　　D. 建設業　　G. 情報通信業 　   H. 運輸業　   M. 旅館業　　
 Z. その他（具体的に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　                                            　）  

主要取扱品目 資本金 万円 従業員数 人

研修情報の
入手先

 1．郵送 DM　 2.．研修のご案内　 3．ホームページ　 4．メルマガ・SNS(Facebook 等）     5．受講者の紹介     6．商工団体等 
 7．金融機関　 8．新聞・雑誌　 9．テレビ・ラジオ　  10．県市等の機関紙       11．その他（　　　　　　　　　　　　　　）

事務連絡
担当者

フリガナ 部署役職 担当者 E-mail
氏名

  反社会的勢力でないことの確約について
  当社（当機関）は、暴力団等の反社会的な勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ医師がないことを確約します。また、反社会的勢力に該当し、
  もしくは暴力的な要求行為等に該当する行為をしたことが判明した場合には，研修の受講を中止されても意義申し立てを行いません。

受講コース名 コース No. No.

受
講
者
情
報

フリガナ   年　齢 性　別 部署
氏名

歳
男  ・  女

役職（役職ご記載の上該当区分に○）

（代表者・役員・管理者・管理者候補等）緊急連絡先 TEL( 携帯 ･ 自宅等 )

  注意事項
  ※募集定員になり次第「締め切り」とさせていただきます。お早めにお申し込みください。
  ※定員を超えるお申込みがあった場合は、「キャンセル待ち」となることがあります。
  ※３名様を超えるお申込みの場合は、４名様以降をいったん「キャンセル待ち」とさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
  個人情報の保護について
  個人情報保護法に定義されます個人情報に該当する情報については、中小機構内で実施する事業で使用させていただきます。当該個人情報の第三者（業務委託先を除く）
  への提供または開示はいたしません。ただし、お客様の同意がある場合および、法令に基づき要請された場合については、当該個人情報を提供できるものとします。

受講対象企業
中小企業または個人事業主（資本金と従業員数のいずれかが下表の範囲内）の経営者、役員、従業員の方であれば受講いただけます。　　　

業　　　　　種 資本金 従業員数
製造業、運輸業、建設業、ソフトウェア業、情報処理サービス業、その他の業種（＊） 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※事業協同組合や企業組合などの中小企業団体は受講対象に該当しますが、財団法人、一般・公益社団法人、医療法人、農事組合法人、NPO等の法人は受講対象に該当いたしません。
※ 経営コンサルタント等の中小企業の支援に関する事業を営む方、中小企業診断士・税理士・公認会計士・技術士等の中小企業支援に関連する資格を有する方、教育・研修事業者の方は

受講をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。


