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はやぶさ 第１８２号   ２０１６年０４月２９日(金） 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

★ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」のおすすめ★ 

 

著者：（株）I&C・HosBiz センター                          

                 石川 昌平 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

第１８２号を発信します。２０１６年０４月２９日(金） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

４月１４日（木）に発生した震度７の地震は、範囲が大分・宮崎と広がり、 

今日現在も余震が続いております。 

この間に亡くなられた方々にお悔やみ申し上げます。また、被災されて避難 

されておられる方々にお見舞い申し上げます。 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

【タイトル】★ボード型マネジメントゲーム「経営特くんゲーム（KTG）」のおすすめ★ 

 

                           ８回シリーズ：その３ 

 

 著者：（株）I&C・HosBiz センター 

                 石川 昌平 

 

第３回：２・「簿記の知識がなくても、記録することができ電卓を使えれば、誰でも 

プレーできる」の続き 

 

（3）経営特くんゲーム（ＫＴＧ）の勝敗の決め方 

   

  経営特くんゲーム（ＫＴＧ）の勝ち負けは、まず、「自己資本比率」で決めます。 

 

  自己資本比率＝自己資本÷総資本 

   

  この指標で判定がうまくできない場合は、 

２番目の指標である、「総資本経常利益率」で決めます。 
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どちらを採用するかは、状況によりインストラクターが判断して決めます。 

 

  ＲＯＡ＝総資本経常利益率＝（売上高÷総資本）×（経常利益÷売上高） 

 

                 総資本回転率    経常利益率 

 

 ＲＯＡを高くするには、回転率を高めるか、利益率を高める作戦を立てることに 

なります。 

 限界利益率（粗利）を高めて売上を伸ばし、少ない資本で効率よく経営すれば、 

ＲＯＡは高くなります。実際の経営においてもそうした考えで、設備投資や材料 

購入、不採算品のカット等を行っているのです。 

 

（４）B/Sに黒字と赤字はどのように表示されるか？ 

 

     １）経営特くんゲーム（ＫＴＧ）に参加するマネジャーは、先ず会社を立ち上げ、 

社長として、自分が行ったＡＣＴをその都度、資金繰り表（Ｍ/Ｏ）に記入して 

ゲームを進めます。 

 

   ２）その際は、現金残高（キャッシュフロー）がマイナスにならぬよう留意し、 

売上のアップと利益の確保に努めます。期末処理には、通常、約 1,300 万円 

程度が必要ですので、それ以上の現金残高を確保しておかねばなりません。 

 

   ３）1ゲームの所要時間は１時間から 1時間半。終了後は棚卸を行い、次に期末処理 

    をして、資金繰り表（Ｍ/Ｏ）の縦横を計算して合わせて、完成させます。 

 

   ４）Ｍ/Ｏ表の数字をもとに、Ｂ/Ｓ、Ｐ/Ｌを作成するのですが、中間計算 

として「精算表」を作成します。その計算には「なれ」が必要ですが、 

総合原価計算の「しくみ」を体得するには欠かせません。 

    インストラクターがアシストしますので、必ず作成できます。 

    「精算表」を自分で作れるようになれば、企業経営の知識は体得され、「鬼に金棒」 

です。３～５回と積み重ねて最低２０回（期）を目指してください。 

 

５）資金繰り表（Ｍ/Ｏ）と精算表の数字を貸借対照表（Ｂ/Ｓ）と損益計算書 

（Ｐ/Ｌ）に転記して、資産・負債・資本の状況と損益状況を把握します。 

 

    ６）その作業では、まず、１：Ｂ/Ｓを作成し、その後に、２：ＰＬを作成します。 

この順番が大切ですので、必ず B/Sを先に作ってください。 

B/S の「当期未処分利益」の明細がＰ/Ｌなのです。 
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     ７）Ｂ/Ｓでは、利益は次のようになります。当然、金額はＰ/Ｌの金額と 

一致します。 

 

         資産の部 ＞ 負債・株主資本の部・・・黒字 

 

        資産の部 ＜ 負債・株主資本の部・・・赤字 

 

    特くんゲームは、HP の動画「経営特くんゲームのすすめ方」でご案内 

    していますので、ご高覧ください。 

 

       http://keiei-tokkunshi.jp/video/20131102.wmv 

 

（5）事例紹介―「出没！アド街ック天国」 

  2013年 10月 26 日（土）、テレビ東京の人気番組「出没！アド街ック天国」 

で、経営特くんゲーム（KTG）が放映されました。 

  この番組は、「地域密着系都市型エンターテイメント」の副名称をもつバラエティ 

番組ですが、当日は“東十条特集”であり、ボードゲームメーカーの M社が登場し、 

同社が製作した「経営特くんゲーム」のプレー場面が放映されたのです。 

 

   実際の撮影は、テレビ放映の約 1カ月半前の 9 月 7 日（土）。場所は、東京上野 

の不忍池近くの公共施設でした。 

1 卓 4 名でのプレー中にテレビカメラが入り、テーブル中央に置かれたゲーム版を 

囲んでのプレー場面をメインに、プレイヤーに対するインタビューなど、約１０分間 

の撮影でした。 

 

  当日のプレイヤーは、広島市から遠路参加された税理士の I 氏、東京銀座の教育研修 

会社の S 社長（社労士）、ボードゲームメーカーM 社の幹部社員 S 氏と経営特訓士 

協会（KTGA）田村の 4名でした。 

  競争入札（競売）で、4 名が一斉にプライスカードを提示し、落札した瞬間の緊張 

場面などが撮影されました。 

    

そして、いよいよ待望のテレビ放映日を迎えました。 

 撮影は、準備を含め約３０分かかりましたが、テレビ放映はわずか 1 分足らず。 

アッという間です。インタビュー等は一切放映されず、少しガッカリでした。 

約 1 分間の放映ですので、経営特くんゲーム（KTG）の PR には程遠いものが 

ありましたが・・・・・・ 

 

テレビ撮影の翌日から、診断士仲間や、友人、知人数名に予告しておきましたので、 

テレビ放映の翌日から、早速、テレビを見た旨の連絡が入ってきました。 

http://keiei-tokkunshi.jp/video/20131102.wmv
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驚いたことには、予告していない知人の数名からも、「テレビであなたを見たよ。 

とても楽しそうだったね。」との電話を頂いたことです。意外に大きな反響でした。 

 

人気のテレビ番組でオンエアーされ、広く世間に喧伝されたことは、今後、KTG 

の普及の契機となる嬉しい出来事であり、一定の評価がされます。 

 

次回は、３・「ゲームの戦い方・経営戦略の立て方」を中心に解説いたします。 

   

本稿をお読みいただきありがとうございました。 

 

ご質問、ご意見のある方は、以下のメールアドレスでお願いします。 

 

   happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆◆はやぶさ 3 周年・感謝キャンペーン◆◆◆◆◆◆◆ 

  お蔭さまにて 3 周年・皆様のご愛読に感謝いたしております。 

 

マイナンバンー元年のお年玉 ★手引書・無料プレゼントのご案内★ 

  本年 1 月 1 日より、マイナンバー制度の運用が始まりました。 

  皆様、現場に展開しておりますか？ 

  ご愛読者の皆様への感謝としまして。「無料」で進呈します。 

 

     手順通りやれば誰にでもできる 

マイナンバー制度導入運用手引書 定価：1000円＊無料進呈     

  

＜目次＞ 

１）推進体制と責任者を決める 

      ２）従業員に説明するとともに、協力を依頼する 

      ３）税理士や社会保険労務士等への業務委託 

      ４）個人事業主取引先のリストアップとマイナンバー提供依頼 

      ５）安全管理措置の実施・・・・・始業／終業点検の実行 

      ６）保管管理の実施や廃棄等のルール化 

      ７）2016 年に実施する課題の準備をする（現法令の場合） 

      ８）付表 MyNa 問診シート 

 

   ＊お申込みは下記のメールアドレス宛に、  

「お名前、社名、所属部署、〒・住所（必須）、URL（ある場合）」を 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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ご記入の上、メールしてください。 

 

     happy@keiei-tokkunshi.jp  

   

◆クロネコ DM 便でお送りします◆ 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ セミナーのご案内 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆会計事務所向け： 

 

第２回「会計事務所経営 セミナー」のお知らせ 

 

・日時 2016 年 0６月１０日（金） 14：30～16：45 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ （９01 号室） 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆会計事務所向け： 

 

「会計事務所経営 セミナー」：第３回以降のお知らせ 

 

・場所 ＪＲ京浜東北線、地下鉄南北線 王子駅 北とぴあ 

・参加費 ３,000 円（ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ手引書、教材付） 

 

 ご案内は、後日掲載します。 

 

 １）第３回：2016 年 0７月０８日（金） 14：30～16：45 

 ２）第４回：2016 年 0８月０５日（金） 14：30～16：45 

 ３）第５回：2016 年 0９月０９日（金） 14：30～16：45 

 ４）第６回：2016 年１０月０７日（金） 14：30～16：45 

 ５）第７回：2016 年１１月０４日（金） 14：30～16：45 

 ６）第８回：2016 年１２月０２日（金） 14：30～16：45 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆第５０回の「トライアルゲーム」◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp
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 下記に日程を記します。ご参加をお待ちしております。 

  

１）０５月２１日（土） 1３:３0～1８：３0 「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩 6分 

                   東京メトロ南北線駒込駅 1番出口 徒歩 5分 

 

ご案内は後日掲載します 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

◆経営特訓士資格認定講座◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

次回以降の認定講座は、以下の日程です。 

ご案内は後日掲載します。 

 

１）０４月２９（金）、３０日（土）10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

２）０５月26（木）、2７日（金）10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

３）０６月１８（土）、１９日（日）10：00～18：30  「経営特訓道場」 

JR 駒込駅南口 徒歩6 分 

東京メトロ南北線駒込駅 1 番出口 徒歩 5 分 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 

◆経営相談は 

 

     http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf 

 

を開き、「問診シート」をプリントして、必要事項をご記入のうえ、FAX ください。 

 

    FAX ： ０３－５８３２－９４０４ 

 

http://hosbiz.net/pdf/20150527_02.pdf
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

一般社団法人 経営特訓士協会（略称：ＫＴＧＡ） 

   URL http://keiei-tokkunshi.jp/?mail 

    

アドレス：happy@keiei-tokkunshi.jp 

 

発行責任者： 理事長 平本 靖夫、  編集長：石川 昌平 

 

配信解除ＵＲＬ：配信停止をご希望の際は、以下のアドレスをクリックしてください。 

 http://asu12.com/d.php?t=test&m=stone_river@ho 

http://keiei-tokkunshi.jp/?mail
mailto:happy@keiei-tokkunshi.jp

