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概要
日本人にもなじみのあるグローバル企業のケーススタディをもとに、英語の決算書の基本的な読み
方から、効果的に読みこなすための

2016年6月18日 . 今回は、売上原価の内訳を表示する「製造原価報告書」について見ていきま
す。 . 製造原価報告書」は、英語のCost ReportからC／Rとも呼びます。 . 【第9回】の記事を読む.
本連載は、2015年7月30日刊行の書籍『低成長時代を生き抜く中小企業経営9カ条』から抜粋し
たものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応し.
日本人にもなじみのあるグローバル企業のケーススタディをもとに、英語の決算書の基本的な読み
方から、効果的に読みこなすための実践スキル、日本基準・米国基準・ＩＦＲＳの違いなどを講義形
式でくわしく解説。ケース紹介企業は、Ｈ＆Ｍ、アルセロールミタル、ブロックバスター、アップル、ウォル

トディズニー、アマゾン。au公式の電子書籍ストア「.
2017年12月18日 . 発売から3カ月で「5万部突破」とヒット中のビジネス書『MBAより簡単で英語よ
り大切な決算を読む習慣』の著者シバタナオキさんに、どんなに数字が苦手な人でも転職活動で
企業を見極める際に「ここだけはかならず押さえてほしい」という「決算の読むべき6つのポイント」を伺
います。
2017年1月26日 . カテゴリ:新入社員/コミュニケーション/マインド/プレゼン/ロジカルシンキング/PCスキ
ル/会計基礎/お金との付き合い方. . 【必読】20代の社会人が絶対に読むべきオススメのビジネス書
を8ジャンルから21冊紹介する · おすすめ本 . 餃子屋と高級フレンチではどちらが儲かるか☆; 知識
ゼロでも2時間で決算書が読めるようになる！ 8．
2014年4月7日 . こんばんわたまたま、会話の中で半休をとって出かけたという事を英語で言わなくて
はならなくなったのですが結局いえませんでした。悔しいので調べてみたら take a half day offと言うら
しいです。次に生かしたいと思います！ 英語の決算書を読むスキル−海外企業のケーススタディで
基礎と実践をおさえる 作者: 大津広一…
さらに国際的にも認められる決算書の分析マスターとしての資格はMBAといって良いです。 MBAと
いっても国内大学院や通信教育でなくあくまでも海外留学をして取得するMBAを指します。 GPAと
いって英語力も必要. 平均800万といわれる留学費用も必要. ということでMBAの取得はなかなか
難しいのですが、若くして取得した場合には現地アメリカ.
決算書を読むためのキーとなる単語や連結仕訳で目にする数字が何だったのか知ることで、まずは
『書類なら英文会計や英文監査の用語を日本語ベースで理解出来る』そんな状態にしてみると変
な英語への苦手意識はなくなりますよ。 受験してから.
2016年8月25日 . OpenStackのディストリービューターである米Mirantisは7月5日に、日本法人ミラ
ンティス・ジャパンを設立した。システムインテグレーターのエーピーコミュニケーションズ（APC）の出資
も受け、株式会社として新たなスタートを切った。大企業によるOpenStack導入は日本よりも欧米
の方が進んでいると言われる中で、クラウド構築の.
会社概要, 家電等の販売事業. 仕事内容, 今回ご入社いただく方には、管理部門全体のマネジ
メントを主軸に、繁忙期には経理財務の実務もお任せします。 【財務経理】 ・監査対応・単体／
連結決算・開示・子会社管理（国内・海外） … 続きを読む. 必要な経験・スキル, 【必須条件】 ・
上場企業での経理経験・連結決算のご経験・課長クラス以上の役職.
2017年11月2日 . ③ 早稲田大学では、2006 年より毎年 40 名の留学生に英語で会計を指導.
④ 講師と受講者による双方向形式の討議や質疑も交えたセミナー進行. ⑤ 参加者には、講師サ
イン入り書籍（「英語の決算書を読むスキル」）を 1 冊贈呈. □ 講師プロフィール. 大津 広一 氏 ：
米国公認会計士/株式会社オオツ・インターナショナル代表.
英語の決算書を読むスキル 海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる/大津 広一（経済・
ビジネス） - Ｈ＆Ｍ、アルセロールミタル、ブロックバスター、アップル、ウォルトディズニー、アマゾンの実
在の決算書を用いて、会計を英語で覚えるコツとプロの読.紙の本の購入はhontoで。
17 Jul 2017 - 2 min - Uploaded by BookTV358商品の詳細はこちら ☆Amazonで見る1
http://tinyurl.com/y7mkb6m7 ☆Amazonで 見 .
2018年1月10日 . 決算と聞いて、「自分には関係ない」と思っては、もったいない！ 決算を読めるよ
うになることは、実はキャリアアップにも役立つ、一生もののビジネススキルなんです。「MBAより簡単
で英語より大切な決算を読む習慣」の著者であるシバタナオキさんに、決算…
2017年9月18日 . MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣. 英語はもちろん大切なのだ
が、決算書は読む習慣をつけておいた方が様々な企業の概要を一瞬で把握できる。 たくさんの企
業を一瞬でインプットするには決算書が読むのは必須のスキルだろう。 MBAより簡単で英語より大
切な決算を読む習慣. 作者: シバタナオキ; 出版社/メーカー:.
2012年5月29日 . 【目次】 プロローグ 会計は英語のほうがラクに覚えられる 第1章 H&M 高収益の
小売ビジネスを「PL&BS」から読み解くケース・オープニング. STEP1 企業のビジネスを想像する.
STEP2 企業の決算書を入手する. STEP3 企業のゴールを理解する. STEP4-1 損益計算書の構
造をつかむ. STEP4-2 H&Mの損益計算書を読む

2017年7月21日 . ピースオブケイクが運営するnote（ノート）上で人気の「決算が読めるようになる
ノート」が、日経BP社より『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』として発売 . 必要な
スキルは「四則演算」のみ。1社15分の決算分析で、業界・会社の実力を読み解く「方程式」で、
世界で通じる最強のビジネス教養が身につくように設計され.
米国ＩＴ産業」をもっと知るために 「Google」の決算書を読んでみる｜英語の決算書を読むスキル｜
ダイヤモンド・オンライン. 37コメント 登録日時：2012-05-08 01:17 ｜ ダイヤモンド・オンライン ｜
キャッシュ. 大津広一&nbsp;[米国公認会計士、オオツ・インターナショナル代表] 1989年、慶應義
塾大学卒業。米国ニューヨーク州ロチェスター大学経営.
2017年7月19日 . noteの人気コンテンツが、『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』と
して日経BP社より発売されました！ C0cf5f9a f219 439a . MBAに行くよりも簡単に、企業の実力
を読み解くスキルを身につける方法がある。 いつ使うか分からない英語を勉強するよりも、今すぐに
仕事に応用できるスキルがある。 それは「決算を読む.
2017年9月13日 . 財務諸表・決算書を手っ取り早く読めるようになりたい！という人のために、簿記
初心者の私が勉強に使った本を3冊、雑誌を3冊ご紹介します！
それならいっそのこと、会計と英語を同時に学びませんか。会計は英語のほうがラクに覚えられるので
すから。この連載では、海外有名企業の決算書をもとに、会計を英語で覚えるコツをわかりやすく解
説していきます。ZARA（インディテックス）、アリババなど、最新刊『英語の決算書を読むスキル』では
紹介していない事例をあえて取り上げている.
日本人にもなじみのあるグローバル企業のケーススタディをもとに、英語の決算書の基本… Pontaポ
イント使えます！ | 英語の決算書を読むスキル 海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる |
大津広一 | 発売国:日本 | 書籍 | 9784478017944 | ローチケHMV 支払い方法､配送方法もいろ
いろ選べ､非常に便利です！
そこで質問なのですがこれらのスキルを身につける為には何の資格の勉強をすればいいとおもいます
か？ . 会計を勉強すれば理論的には決算書は読めるようにはなると思いますしかしどれだけ決算書
を読むかという経験も大切だと思います上場企業の決算書を片っ端から見て特徴を考えることから
始めてみてはいかがでしょうか.
多様な成長パターンを用意し、人が自発的に育つ会社をつくるための考え方を豊富な事例とともに
解説する１冊。 英語の決算書を読むスキル, 大津広一／著, ダイヤモンド社, 2012.4,
0001299924, 336.9, 会計と英語はグローバル時代の２つの共通言語。それならいっそのこと、会計と
英語を同時に学ぼう。会計を英語で覚えるコツとプロの読み方を.
2017年3月21日 . また、決算書の目的、対象者の違いなどから計算される利益や開示される内容
が異なる場合があります。今回は、会社が公表する決算書の種類に. . 情報量が多いため、会社
の財務内容等の分析に適していますが、内容を理解するスキルも同時に求められます。 有価証券
報告書に先立って公表されるのが、「決算短信」です。
事業コード, 61995. タイトル, 英語（英文決算書）で学ぶ海外企業の経営分析セミナーケーススタ
ディによる海外企業の実力分析. 要約. 対象, 分野：経理、財務,経営戦略,総合,その他スキル：
マネジメントスキル全般,その他階層：新入社員,中堅社員,管理監督者,経営者,複数階層,その
他. 開催形式. 開催日程, ２０１２年２月８日（水）１０：００～１７：００.
2015年8月3日 . 経営、マーケティング、財務会計を学ぼうと専門書を買ったはいいけれど、難しくて
途中で読むのをやめてしまった・・・。 そんな経験をした方は多いかと思います。難しい専門用語や知
識もマンガなら分かりやすさが格段に上がり、挫折せずに完読することができます。 そこで今回はビジ
ネススキルを身につけたい方にぜひ読んでもらい.
2011年10月12日 . 特にどんな職種に就くとしても重要になると言われている「英語力」「ITスキル・
知識」「財務力」について各職種でどのレベルのスキルが必要となるのか、また各職種で .. また、ひと
りで決算を組めるような能力のある経理スタッフは、貴重な人材として評価されるでしょうし、資金管
理のみならず市場や銀行から資金調達する業務を.
しかし、簿記の知識がないと決算書は読めないというわけではありません。 経理部門で働いている
方や、 会計士や税理士など会計の専門家になろうとう人でない限り、 はっきり言って、決算書を読

むのに簿記の知識は必要ないです。 もちろん簿記の知識はあるに越したことはないですが。 簿記
は決算書を作る人が必要になってくるスキルなので決算.
2017年7月20日 . すでにシバタナオキ（柴田尚樹）氏の新刊、MBAより簡単で英語より大切な決
算を読む習慣を読まれた読者も多いと思う。まだ読んでない（積んである方を含む）向きのために簡
単に紹介してみたい。 柴田尚樹氏はシリコンバレーのモバイル・アプリ検索最適化ツールのスタート
アップ、SearchManの共同ファウンダーで、その経営が.
経営者やビジネスパーソンにとって決算書を理解することは、今や必要最低限といってもいいスキル
です。 その証拠に、決算書 . 実際は、決算書を読むのに、「貸方」「借方」を理解する必要は全く
ありません。 ２．実際の決算書 .. ニュースで学ぶ与信管理と債権回収」、「英字新聞のヘッドライン
で学ぶビジネス英語」（合計約10,000部） 資格等：英検1.
英語の決算書を読むスキル — 海外企業のケ−ススタディで基礎と実践をおさえる. 大津広一 ダイ
ヤモンド社. amazon.co.jpへのリンクはこちら · 紀伊国屋書店へのリンクはこちら.
本書では、日本人にも馴染みのある海外有名企業6社の決算書を取り上げ、1冊をとおして「英語
の決算書を読むスキル」が習得できるように努めました。また、できるだけ異なった決算書を見ること
ができるように、会計基準はIFRS(国際会計基準)と米国会計基準、業種は小売業、製造業、
サービス業と、趣の異なるケース企業を選択しました。
企業会計基礎研修. 簿記3 級レベル以上の会計知識をお持ちの方、または企業会計入門を受
講された方を対象とした研修です。「キャッシュフロー計算書」、「企業連結会計」、「財務分析」の3
トピックに焦点を当てます。 続きを読む.
2017年9月20日 . 英語・プログラミング・会計。これらは現代のビジネスに必須と言われている分野
です。 実際、本屋さんのビジネス書コーナーでは、これらの分野の本が山積みになっています。 特に
最近は2020年に義務教育化される予定のプログラミングに注目が集まっています。 これら３つに共
通している点は世界共通のスキルであるとい.
英語の決算書を読むスキル - 海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる - 大津広一 - 本
の購入は楽天ブックスで。全品送料無料！購入毎に「楽天スーパーポイント」が貯まってお得！み
んなのレビュー・感想も満載。
[本･情報誌]『英語の決算書を読むスキル』大津広一のレンタル・通販・在庫検索。最新刊やあら
すじ（ネタバレ含）評価・感想。おすすめ・ランキング情報も充実。TSUTAYAのサイトで、レンタルも
購入もできます。出版社：ダイヤモンド社.
当社は、貴社の経理部門が実際に利用している経理資料を使って、「英文決算書を読む力」、
「決算説明を聞く力」、「メールを書く力」、「増減理由を説明する力」、「数字に関して聞く力」に .
グローバルリーダーとして海外現地法人の経営を円滑に進めていくために必要な「英文会計」の知
識や「会計コミュニケーションスキル」を集中的に学びます。
. に執筆協力しました. 週刊ダイヤモンド2017年12月2日号の「究極の省エネ英語」に執筆協力い
たしました。 0時間目 「省エネ英語」のトリセツ 1時間目 「中学3年間」を教科書でおさらい 2時間
目 「3語の英語」を完全マスター 3時間目 「ス […] . 9月9日号の週刊ダイヤモンドと週刊東洋経
済が決算書、会計特集で重なっていました. 2017年9月18日.
2017年9月29日 . ビジネス資料の千円単位はどう読む？ 会社の決算書や社内レポートの数字な
どを見ると、表の右上あたりに数字の単位が書いてあることがあります。 たとえば、「単位： . 決算書
は世界の投資家にとっても重要な情報ですし、外国の人と英語で打ち合わせをする際も共通フォー
マットである3桁区切りのほうが話がしやすいでしょう。
MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣 シリコンバレーの起業家が教える世界で通じる最
強のビジネス教養/シバタナオキ」の通販ならLOHACO（ロハコ）！ ミネラルウォーター、お茶、ティッ
シュ、おむつなどの日用品から、掃除機、冷暖房器具などの生活家電まで、アスクル個人向け通
販ならLOHACO（ロハコ）。翌日以降お届け、1900円.
海外旅行や教養としての英語ではなく、正確で実践的な英語スキルが求められる外資系にあっ
て、ドイツ留学の経験は有しながらも英語には不慣れであった氏は、いくつもの英会話スクールや専
門講座、語学教材での失敗の経験を積み重ねる中で、無理なくビジネス英語力が伸びる独自の

習得法を生み出し、「ＨＭメソッド」として体系化する。
英文経理のお仕事内容や必要なスキルはもちろん、未経験でも働けるのか、どんな人が採用され
やすいかなど、採用担当者の話を交えてご紹介！経験者の体験談もあるので、自分にあったお仕
事かを吟味しましょう。
2017年4月18日 . 損益計算書は、英語でProfit and Loss Statement。略してP/L（ピーエル）と呼ば
れることもあります。文字通りProfit（利益）とLoss .
Accounting in the English Language (Japanese Edition) 英語の決算書を読むスキル － 海外企
業のケ－ススタディで基礎と実践をおさえる [Koichi Ootsu] on Amazon.com. *FREE* shipping

on qualifying offers.
ビジネスのグローバル化に伴い、英語の書類やメール、Webサイトを読む機会が増えている。また、
英語だけでなく、他の言語の翻訳が必要な場面も想定される。そこで今回は、便利な翻訳サービ
ス・ソフトについて紹介する。
【定価39％OFF】 中古価格￥1250（税込） 【￥802おトク！】 英語の決算書を読むスキル海外企
業のケーススタディで基礎と実践をおさえる／大津広一【著】／中古本・書籍／ブックオフオンライン
／ブックオフ公式通販・買取サイト。1500円以上のご注文で送料無料。
英語の決算書を読むスキル,大津広一,書籍,ビジネス・経済,経営・企業,ダイヤモンド社,日本人に
もなじみのあるグローバル企業のケーススタディをもとに、英語の決算書の基本的な読み方から、効
果的に読みこなすための実践スキル、日本基準・米国基準・IFRSの違いなどを講義形式でくわしく
解説。ケース紹介企業は、H&M、アルセロールミタル、.
2012年4月19日 . 英語の決算書を読むスキル 海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる.
定価： 2,052円（1,900円＋税） 著者名：大津広一 出版社：ダイヤモンド社. 買い物かごへ 取り寄
せ商品.
2017年7月18日 . □ 『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』概要「この本を読むと、決
算がドラマになる」（ひふみ投信ファンドマネジャー 藤野英人氏） 「数字が読めない」と悩むのはもう
やめよう。 MBAに行くよりも簡単に、企業の実力を読み解くスキルを身につける方法がある。 いつ使
うか分からない英語を勉強するよりも、今すぐに仕事に.
2017年8月31日 . noteで好評連載中の「決算が読めるようになるノート」を、ビジネスモデル別に再
編集した書籍『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』。今回は「第2章：EC . テイク
レート」も、決算書ではマネタイゼーションレート（Monetization Rate）と表記されている場合があるの
で覚えておきましょう。 さて、ECビジネスにおけるネット.
2017年3月16日 . 近道のようで遠回りな勉強法「英語、会計、ITスキルがデキるビジネスマンの三
種の神器」などと言われるためか、特に目の前の仕事で使うわけでもないのにこれらの知識を身につ
けようとする . 会計についても「簿記学習など経理以外のビジネスマンには時間の無駄、社長は決
算書を読むことのほうが大事」などとよく言われます。
日本人にもなじみのあるグローバル企業のケーススタディをもとに、英語の決算書の基本的な読み
方から、効果的に読みこなすための実践スキル、日本基準・米国基準・ＩＦＲＳの違いなどを講義形
式でくわしく解説。ケース紹介企業は、Ｈ＆Ｍ、アルセロールミタル、ブロックバスター、アップル、ウォル
トディズニー、アマゾン。
2013年5月26日 . 英語の決算書を読むスキル−海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえ
る】に対するKatsumasaShiraiさんの書評です。
2017年8月21日 . 書名は「MBAより簡単で英語より大切な決算書を読む習慣」だ。他のコラムニス
トの方々書評を書いているのでご存じだろう。そもそも、私はMBAが何の資格かよく知らない。MBA
と言えば、真っ先に浮かぶのが Mac Book Air というレベルだ。自分の思考は個人から全体をみる
傾向が強い。大きな枠組みからものをみる観点を学ぶ.
2017年11月1日 . 【2018年最新版】このページでは、1500冊以上のビジネス書を読んだ経験から、
目的別で人生で読むべき47冊を厳選し、紹介します。全て読めば、運命の一冊に出会えることで
しょう。
2017年8月20日 . ビジネス書検索メディアBizBookの『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む

習慣』の紹介ページです。あなたに合ったビジネス書が簡単に検索できます。マーケティング,マネジメ
ント,起業など様々なカテゴリのビジネス書から、すべてのビジネスマンにとって最適なビジネス書を紹
介します。
尚、本セミナーはグローバル人材向けとして、資料・解説・討議とも全て英語での運営となります。
必要に応じて日本語での補足をいたします。講座の英語レベルはTOEICスコア500～600点程度を
目安としています。 ※講座の英語レベルはTOEICスコア500～600点程度を目安としています。 ※
講師著書「英語の決算書を読むスキル」を受講者にお.
観光先進地ヨーロッパ : 観光計画・観光政策の実証分析. 2015（平成27）年度卒業生より PDF
ファイル 2015（平成27）年度 卒業記念図書一覧. 1839-1936傲慢（ヒトラー） 1936-1945天罰（ヒト
ラー） German design products 英語の決算書を読むスキル世界のタテハチョウ図鑑旅の絵本（全8
巻） 中国神話・伝説大事典日本議会政治史事典ロマン.
決算資料からビジネスモデルを読みとるスキルをつけましょうというお話。 . MBAより簡単で英語より
大切な決算を読む習慣 . しかし、決算を「読む」ことに関して言えば、コツさえ学べば誰でもできる」
決算書を作成するスキルと読むスキルは別物作成スキルを必要とする職務は経理財務部門など
一部なので、多くの方は決算「読むスキル」を身に付け.
ファイナンスに関わるビジネス用語を解説。決算、損益計算書.
早稲田大学では、2006年より毎年40名の留学生に英語で会計を指導している。 また、一部上場
企業社長の財務メンターや、上場申請中の2社の社外監査役も兼任している。 【著作】 『企業価
値を創造する会計指標入門』『戦略思考で読み解く経営分析入門』『英語の決算書を読むスキ
ル』『会計プロフェッショナルの英単語100』(以上、ダイヤモンド社)
グローバル企業のケーススタディをもとに、英語の決算書の基本的な読み方と、効果的に読みこな
す実践スキルを講義形式で解説。
ビジネスマンが決算書を深く読み込むコツを、元楽天執行役員がアドバイス。 シバタ ナオキ：
SearchMan共同創業者 . それが決算です。決算を通じて会社の「数字」を仕事に生かす「知識」に
変換する。そのスキルについて、『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』という本にまとめ
ました。以下では、拙著から決算を読む「習慣」を紹介し.
いま授業で使っている会計用語が日本語に翻訳すると分けが分からなくて苦労していた。この本に
出てくる会計英語はどれもいま必要なものだったし、決算書を見て会社の状況や将来への展望を
分析するのも、つい最近の課題だった。とてもいいタイミングでこの本に出会えたと思うが、よくを言え
ばそれぞれのratioについての詳しい説明や例を別の本.
2015年11月28日 . 受験者数を見てみると英検や漢検ほどではないものの英語や漢字というその学
問の対象のすそ野の広さと会計領域という汎用度で低いことを合わせて考えると簿記検定も人気
の資格ということが言えると思います。 . 社会人なら『決算書くらいは読めなくては』といったビジネス
上の『基礎スキル』として簿記を勉強するパターンです。
2017年8月30日 . 【ビジネスが「読める」！】
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4822255271. 本日ご紹介する一冊は、最年少で楽
天の執行役員（当時）となり、2009年よりスタンフォード大学客員研究員、2011年にシリコンバレー
で起業した著者による、決算書の読み方。 といっても、既にアマゾンのカスタマーレビューで書かれて
いるよう.
2018年1月10日 . 決算と聞いて、「自分には関係ない」と思っては、もったいない！ 決算を読めるよ
うになることは、実はキャリアアップにも役立つ、一生もののビジネススキルなんです。「MBAより簡単
で英語より大切な決算を読む習慣」の著者であるシバタナオキさんに、決算…
2016年9月28日 . 決算書が読める」ことは、ビジネスパーソンにとって必須スキルです。 周囲から一
目置 . 実は、決算書は、税理士、公認会計士、コンサルタントのようなプロフェッショナルも活用して
いるものですから、本当は奥深いものです。しかし、プロ . さらに本書の後半では、有名な上場企業
の最新の決算書を見て、それをどう読むかを解説。
「仕事がデキる」ビジネスパーソンになるために、決算書が読めるようになったらいいな──そういう気持
ちはあるものの、あの数字の羅列につい尻込みしてしまう人は少なくないだろう。 . MBAより簡単で

英語より大切な決算を読む習慣. 未 読. 無 料. 日本語. English. MBAより簡単で英語より大切
な決算を読む習慣. ジャンル. スキルアップ・キャリア.
2017年9月27日 . 当記事でご紹介するビジネス書を熟読していただけたら、ビジネススキルだけでな
く、人生をも大きく好転させることも可能だと断言できます。もちろん、今のあなたに .. 営業マンが決
算書のどの部分を重視すべきかが分かりますし、簿記を知らない営業マンでも決算書をスラスラ見る
ことができるよになる一冊です。 決算書の基本と.
管理部門に求められる「決算書の読み方」「財務会計入門」「管理会計入門」を全3回で学習す
る入門編の講座です。
小人数クラスだから学びが深い。ビジネスの最前線で活躍する実務系講師陣による、結果を出す
ための本物の実践スキル。仕事と学びが両立できる便利な品川キャンパス。 . 主要著書. 『企業価
値を創造する会計指標入門』『ビジネススクールで身につける会計力と戦略思考力』『英語の決算
書を読むスキル』他.
2014年11月6日 . 以前から気になっていた川口宏之さんの著書「ビジネス基礎体力が身につく 決
算書を読む技術」を読みました。この本では財務3表を図にすることで重要なポイントを直感的にわ
からせてくれます。過去に読んだ本の中でも一番のわかりやすさで、中学生でも理解出.
日本語でも大変なのに、英語で会計を理解するなんて無謀だ。そう思ったあなたでも大丈夫。『英
語の決算書を読むスキル』（弊社刊）の著者に、英語決算書を楽に読める術を伝授してもらおう。
Amazonで大津 広一の{ProductTitle}。アマゾンならポイント還元本が多数。一度購入いただいた
電子書籍は、KindleおよびFire端末、スマートフォンやタブレットなど、様々な端末でもお楽しみいた
だけます。
2017年7月17日 . 株式会社ピースオブケイク（代表取締役CEO 加藤貞顕）が運営するnote（ノー
ト）上で人気の「決算が読めるようになるノート」が、7月13日に日経BP社より『MBAより簡単で英
語より大切な決算を読む習慣』として発売されました。 「決算が読めるようになるノート」は、noteに
て2016年1月より連載開始され、直後より大きな話題.
2017年7月17日 . 11/29（水）著者来日特別イベント開催】☆空気読むより数字を読もう、英語より
決算を学ぼう『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』著者シバタナオキさん来日記念
トークイベント＆質問会 東大・スタンフォード大で研究し、元・楽天執行. . MBAに行くよりも簡単
に、企業の実力を読み解くスキルを身につける方法がある。
英語の決算書を読むスキル―海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる （ダイヤモンド社）
[電子書籍]の通販ならヨドバシカメラの公式サイト「ヨドバシ.com」で！レビュー、Q&A、画像も盛り
沢山。ご購入でゴールドポイント取得！今なら日本全国へ全品配達料金無料、即日・翌日お届
け実施中。
2014年10月27日 . 今回は、英文メールのやり取りに困らなくなる翻訳ツールや例文集、Tipsをご紹
介しました。これらを駆使することで、ビジネス英語への苦手意識を少しでも解消していただければと
思います。最近は、個人・法人を問わず、海外とやり取りする機会が増えていると思います。皆さん
の業務効率向上、スキルアップにお役立ていただけ.
2016年6月15日 . ビジネスで勝つための必須スキル「英語力」アップの4つの方法. (PR)英語 . さまざ
まな投資が行われる東京で、このチャンスをつかむには、「英語」が話せることは最低限のスキルだろ
う。 「自分の . だが厚いビジネス書を読むには時間が足らない。5〜10分程度の時間なら、単語記
憶とリスニングに利用してみてはどうだろうか。
日本人にもなじみのあるグローバル企業のケーススタディをもとに、英語の決算書の基本的な読み
方から、効果的に読みこなすための実践スキル、日本基準・米国基準・ＩＦＲＳの違いなどを講義形
式でくわしく解説。ケース紹介企業は、Ｈ＆Ｍ、アルセロールミタル、ブロックバスター、アップル、ウォル
トディズニー、アマゾン。
楽天市場-「英語の決算書を読むスキル」11件 人気の商品を価格比較・ランキング･レビュー・口コ
ミで検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多数。「あす楽」な
ら翌日お届けも可能です。
会計を英語で覚えるコツとプロの読み方を実在の決算書で解説。

2018年1月13日 . 一読のみのため汚れはございませんが、新品でない点ご理解下さい。 Ü +-+-++-+-+-+-+-+-+-+ Ü この商品は「メルカリ カウル」で出品されています。 --- 「英語の決算書を読む
スキル 海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる」 大津広一定価: ￥ 2052 #メルカリカウ
ル #大津広一 #本 #BOOK #ビジネス #経済.
何か秘訣のようなものを期待していた皆さんはがっかりされますので、「翻訳家としての基礎力を身に
つける方法ならいくつかあります。誰でも役に立つのは、①英文法をおさらいする、②英語の句読法
をマスターする、③英文をたくさん読む、の３つです。」と申し上げます。それでも「なーんだ」というよう
な顔をされますので、なぜその３つが大切なのかを.
2013年5月26日 . 英語の決算書を読むスキル－海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえ
る/ダイヤモンド社. ￥1,995: Amazon.co.jp: 業務上の必要もあり、財務データによる同業他社との
比較をしてみようとしたのですが、このグローバル化の時代ですので、当然ながら競合は海外ベンダ
なわけです。 そこで、Form 10-K(年次報告書)を入手。
英語の決算書を読むスキル 海外企業のケ-ススタディで基礎と実践をおさえる. 欲しいものリストに
入れる. 本体価格 1,900円. 税込価格 2,052円. 在庫あり. 本商品はお取扱いショップサイトで購
入いただけます。 本体価格は実際の販売価格と異なる場合があります。お取扱いショップサイトで
ご確認ください。 ネットWAONポイントは、お取扱いショップ.
2017年9月13日 . もともとは「趣味で決算を読む」というシバタさんが、考えたことをFacebookにちょこ
ちょこ書いていたところ、評判に。一般向けに「書いたらどうか」と周囲に勧められたのが「決算が読め
るようになるノート」だ。渡米8年で「日本語のリハビリの意味」もあった。 連載を始めてみて感じたの
が、「決算書に並ぶ数字の羅列を、ビジネスに.
2012年5月30日 . 本を一冊読むだけである日ふと英語が出来るようになるなんていうことはありえま
せん。 本当に英語を身に着けたいと思うのであれば本書を読むだけでなく、実際に毎日実際に生の
データにあたらなければ成長はしないでしょう。 本書において、外国企業の決算書をどのようにして
見るのかなども書かれております。 そういったナマの.
友人が語学教室に通っている」「著名な経営者が『これからのビジネスパーソンには英語が必須スキ
ルだ』と言っていた」… . 例えば、英語を学ぶなら、「貿易関連の仕事に就く」「海外旅行に行って、
現地の人と会話を楽しむ」など、あるいは、決算書や財務諸表を勉強するなら、「会計の仕事のプ
ロになる」「資格をとってキャリアアップする」など、.
昨年4月に出版した『英語の決算書を読むスキル』（ダイヤモンド社）が3回目の重刷を行いました。
ご購読、ご推薦くださった方、本当にありがとうございます。 英語と会計という、2つのグローバル言語
を同時に学ぶというコンセプトを、今後も愚直に推進していきます。 本著の姉妹書の今夏の出版に
向けて、現在執筆のラストスパート中。 英語の決算書.
2013年4月1日 . キチンとわかる! 決算書 決算数字の成り立ちから財務会計・管理会計の基本ま
で】一般書・実務書の資格の書籍を網羅！資格の学校TACの書籍販売サイトであなたにピッタリ
の講座をご紹介します。
プロローグ 会計は英語のほうがラクに覚えられる 第１章 Ｈ＆Ｍ―高収益の小売ビジネスを「ＰＬ＆
ＢＳ」から読み解く 第２章 ＡｒｃｅｌｏｒＭｉｔｔａｌ―巨大鉄鋼メーカーの「会計指標」を分析する 第３章
Ｂｌｏｃｋｂｕｓｔｅｒ―経営破綻の予兆を「ＣＦ計算書」から察知する 第４章 Ａｐｐｌｅ―驚異の成長ス
ピードを「成長率計算」で測定する 第５章 Ｗａｌｔ Ｄｉｓｎｅｙ―複合.
英語の決算書を読むスキル−海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえる』(大津広一) のみ
んなのレビュー・感想ページです(11レビュー)。
日本語の決算書を英語に翻訳したり、英語の決算書を日本語に翻訳したりするときに便利な英語
＆日本語の単語（言葉）簡易対訳表です。
英語の決算書を読むスキル(大津広一)。日本人にもなじみのあるグローバル企業のケーススタディ
をもとに、英語の決算書の基本的な読み方から、効果的に読みこなすための実践スキル、日本基
準・米国基準・ＩＦＲＳの違いなどを講義形式でくわしく解説。ケー.
2017年10月6日 . 難しそうで、専門知識が求められるようなイメージがあるだけに、「決算書」と聞い
ただけで抵抗を感じる方も少なくないと思います。あるいは、「自分の業務には関係ないから」と敬

遠することだって考えられるでしょう。しかし『MBAより簡単で英語より大切な決算を読む習慣』（シバ
タナオキ著、日経BP社）の著者は、そんな人にこそ本書.
グローバル企業のケーススタディをもとに、英語の決算書の基本的な読み方と、効果的に読みこな
す実践スキルを講義形式で解説。
Amazonで大津 広一の英語の決算書を読むスキル−海外企業のケーススタディで基礎と実践をお
さえる。アマゾンならポイント還元本が多数。大津 広一作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届
けも可能。また英語の決算書を読むスキル−海外企業のケーススタディで基礎と実践をおさえるもア
マゾン配送商品なら通常配送無料。
2017年12月4日 . 対象：経理・財務・経営企画・国際部・内部監査部門・幹部・担当者. 会計
英語のコツと財務３表の読み方を、実在の海外企業の決算書に基づき実践解説. 英文決算書の
見方、読み方、分析のしかた. 英語で学ぶ会計：日本語解説編. ◦ 講 師. ［主 著］. 「英語の決算
書を読むスキル」「会計プロフェッショナルの英単語100」「戦略思考.

