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バーチャルカンパニー報告会

• 課題研究情報系課題研究情報系課題研究情報系課題研究情報系

• 呉港高等学校呉港高等学校呉港高等学校呉港高等学校

• 機械機械機械機械科科科科3333年年年年AAAA・・・・BBBB・・・・CCCC学級学級学級学級

平成１３（２００１）年２月５日（月）平成１３（２００１）年２月５日（月）平成１３（２００１）年２月５日（月）平成１３（２００１）年２月５日（月）
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.はじめに

• 情報系を選んだ理由情報系を選んだ理由情報系を選んだ理由情報系を選んだ理由

– ネットの会社がどのようになっているか知りたかったネットの会社がどのようになっているか知りたかったネットの会社がどのようになっているか知りたかったネットの会社がどのようになっているか知りたかった
から。から。から。から。

– コンピューターに興味があり使いこなせるようになりたコンピューターに興味があり使いこなせるようになりたコンピューターに興味があり使いこなせるようになりたコンピューターに興味があり使いこなせるようになりた
いと思ったから。いと思ったから。いと思ったから。いと思ったから。

– パソコンが分からないこともあったけど、１番の理由はパソコンが分からないこともあったけど、１番の理由はパソコンが分からないこともあったけど、１番の理由はパソコンが分からないこともあったけど、１番の理由は
クーラーや暖房が効いていて楽そうだったからです。クーラーや暖房が効いていて楽そうだったからです。クーラーや暖房が効いていて楽そうだったからです。クーラーや暖房が効いていて楽そうだったからです。

– インターネットに興味がありホームページの作成をしインターネットに興味がありホームページの作成をしインターネットに興味がありホームページの作成をしインターネットに興味がありホームページの作成をし
たかったたかったたかったたかった。。。。
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バーチャルカンパニー導入の経過バーチャルカンパニー導入の経過バーチャルカンパニー導入の経過バーチャルカンパニー導入の経過

– みんながインターネットをしたいという意見がみんながインターネットをしたいという意見がみんながインターネットをしたいという意見がみんながインターネットをしたいという意見が
多かったので導入した。多かったので導入した。多かったので導入した。多かったので導入した。

– いままでにやったことのないことを経験してみいままでにやったことのないことを経験してみいままでにやったことのないことを経験してみいままでにやったことのないことを経験してみ
たかったから。たかったから。たかったから。たかったから。

– 将来のために会社経営や運営のしかたを体将来のために会社経営や運営のしかたを体将来のために会社経営や運営のしかたを体将来のために会社経営や運営のしかたを体
験したことが将来役に立つ思ったから。験したことが将来役に立つ思ったから。験したことが将来役に立つ思ったから。験したことが将来役に立つ思ったから。

– いつのまにか決まっていた。いつのまにか決まっていた。いつのまにか決まっていた。いつのまにか決まっていた。

– 起業家を育てることが目標。起業家を育てることが目標。起業家を育てることが目標。起業家を育てることが目標。
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バーチャルカンパニーの概要

– 参加者自身が設立した企業を国内外の参加参加者自身が設立した企業を国内外の参加参加者自身が設立した企業を国内外の参加参加者自身が設立した企業を国内外の参加
校と商取引しながら仮想の会社を運営します。校と商取引しながら仮想の会社を運営します。校と商取引しながら仮想の会社を運営します。校と商取引しながら仮想の会社を運営します。

– 参加者は仮想会社の一員であり消費者でもあ参加者は仮想会社の一員であり消費者でもあ参加者は仮想会社の一員であり消費者でもあ参加者は仮想会社の一員であり消費者でもあ
る。る。る。る。

– 運営していくことで実践的なスキルや知識を運営していくことで実践的なスキルや知識を運営していくことで実践的なスキルや知識を運営していくことで実践的なスキルや知識を
習得します。習得します。習得します。習得します。

– 30303030カ国以上、約カ国以上、約カ国以上、約カ国以上、約3000300030003000校が参加する世界規模校が参加する世界規模校が参加する世界規模校が参加する世界規模
のネットワークの一部で、日本ではのネットワークの一部で、日本ではのネットワークの一部で、日本ではのネットワークの一部で、日本ではJNVCJNVCJNVCJNVCと呼と呼と呼と呼
ばれ京都市にセントラルオフィスがばれ京都市にセントラルオフィスがばれ京都市にセントラルオフィスがばれ京都市にセントラルオフィスがあります。
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参加校一覧

–西京商業高等学校（京都）西京商業高等学校（京都）西京商業高等学校（京都）西京商業高等学校（京都）
•ＶＣ数　　　ＶＣ数　　　ＶＣ数　　　ＶＣ数　　　21社社社社

–大江高等学校（京都）大江高等学校（京都）大江高等学校（京都）大江高等学校（京都）
•ＶＣ数　　　２社ＶＣ数　　　２社ＶＣ数　　　２社ＶＣ数　　　２社

–追手門大学（大阪）追手門大学（大阪）追手門大学（大阪）追手門大学（大阪）
•ＶＣ数　　　１社ＶＣ数　　　１社ＶＣ数　　　１社ＶＣ数　　　１社

–呉港高等学校（広島）呉港高等学校（広島）呉港高等学校（広島）呉港高等学校（広島）
•ＶＣ数　　　３社ＶＣ数　　　３社ＶＣ数　　　３社ＶＣ数　　　３社
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ＶＣの方針と授業の流れ

• 方針方針方針方針

– 教師主導型から生徒主導型の体験教育教師主導型から生徒主導型の体験教育教師主導型から生徒主導型の体験教育教師主導型から生徒主導型の体験教育

– 教師はファシリテイター（支援者）教師はファシリテイター（支援者）教師はファシリテイター（支援者）教師はファシリテイター（支援者）

– 経験しながら学ぶ過程を重視する経験しながら学ぶ過程を重視する経験しながら学ぶ過程を重視する経験しながら学ぶ過程を重視する

– 集団での組織力や能力を伸ばす事を目指す集団での組織力や能力を伸ばす事を目指す集団での組織力や能力を伸ばす事を目指す集団での組織力や能力を伸ばす事を目指す

– 可能な限り実際の市場や企業運営に近い形可能な限り実際の市場や企業運営に近い形可能な限り実際の市場や企業運営に近い形可能な限り実際の市場や企業運営に近い形
で実践する。で実践する。で実践する。で実践する。
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1学期

•自分の適性や自分の適性や自分の適性や自分の適性や,,,,起業家の考えかたなどの学習起業家の考えかたなどの学習起業家の考えかたなどの学習起業家の考えかたなどの学習

•メンター企業（支援企業）の講演会メンター企業（支援企業）の講演会メンター企業（支援企業）の講演会メンター企業（支援企業）の講演会

•企業の組織構成や運営のしかたについて学習企業の組織構成や運営のしかたについて学習企業の組織構成や運営のしかたについて学習企業の組織構成や運営のしかたについて学習

•ＶＣ名、販売商品、会社組織、役割分担の決定ＶＣ名、販売商品、会社組織、役割分担の決定ＶＣ名、販売商品、会社組織、役割分担の決定ＶＣ名、販売商品、会社組織、役割分担の決定

•ホームページ作成の学習ホームページ作成の学習ホームページ作成の学習ホームページ作成の学習

•自己評価・グループ評価について自己評価・グループ評価について自己評価・グループ評価について自己評価・グループ評価について
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2学期

•VCVCVCVC設立総会に向けての準備設立総会に向けての準備設立総会に向けての準備設立総会に向けての準備

•メンター企業を交えての準備会議メンター企業を交えての準備会議メンター企業を交えての準備会議メンター企業を交えての準備会議9999月月月月17171717日日日日((((日）日）日）日）

•定款・就業規則の作成定款・就業規則の作成定款・就業規則の作成定款・就業規則の作成

•ビジネスプランの作成ビジネスプランの作成ビジネスプランの作成ビジネスプランの作成

•ロゴの作成ロゴの作成ロゴの作成ロゴの作成

•ホームページの完成ホームページの完成ホームページの完成ホームページの完成

•他の参加校との商取引他の参加校との商取引他の参加校との商取引他の参加校との商取引

•発表資料作成発表資料作成発表資料作成発表資料作成
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ＶＣ設立総会

– 平成平成平成平成12(2000)12(2000)12(2000)12(2000)年１０月２日（月）に開催年１０月２日（月）に開催年１０月２日（月）に開催年１０月２日（月）に開催

– 会社の経営理念、目標、組織構成の発表会社の経営理念、目標、組織構成の発表会社の経営理念、目標、組織構成の発表会社の経営理念、目標、組織構成の発表

– 業務内容、定款、就業規則給与についての説明業務内容、定款、就業規則給与についての説明業務内容、定款、就業規則給与についての説明業務内容、定款、就業規則給与についての説明

– 商品の宣伝、ＨＰ製作のコンセプト商品の宣伝、ＨＰ製作のコンセプト商品の宣伝、ＨＰ製作のコンセプト商品の宣伝、ＨＰ製作のコンセプト

– 開業計画、目標売上高の説明開業計画、目標売上高の説明開業計画、目標売上高の説明開業計画、目標売上高の説明

– 損益分岐点の説明損益分岐点の説明損益分岐点の説明損益分岐点の説明
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ＶＣ『丸須販売企画』の概要

• ＶＣ名の由来ＶＣ名の由来ＶＣ名の由来ＶＣ名の由来
– 社長須本君の苗字の「須」とゆう漢字と丸に囲んでできたのが名社長須本君の苗字の「須」とゆう漢字と丸に囲んでできたのが名社長須本君の苗字の「須」とゆう漢字と丸に囲んでできたのが名社長須本君の苗字の「須」とゆう漢字と丸に囲んでできたのが名

前の由来です。前の由来です。前の由来です。前の由来です。

• 資本金　資本金　資本金　資本金　300300300300万円万円万円万円

• 社　員　　社　員　　社　員　　社　員　　9999名名名名

• URL:http//www.URL:http//www.URL:http//www.URL:http//www.gokogokogokogoko.ac..ac..ac..ac.jpjpjpjp////marusumarusumarusumarusu....htmhtmhtmhtm

• E-mill:E-mill:E-mill:E-mill:marusumarusumarusumarusu@@@@gokogokogokogoko.ac..ac..ac..ac.jpjpjpjp
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ＶＣ『マブ・マブ』の概要ＶＣ『マブ・マブ』の概要ＶＣ『マブ・マブ』の概要ＶＣ『マブ・マブ』の概要
• ＶＣ名の由来ＶＣ名の由来ＶＣ名の由来ＶＣ名の由来

– 営業の新宅君との冗談から、僕のニックネームから営業の新宅君との冗談から、僕のニックネームから営業の新宅君との冗談から、僕のニックネームから営業の新宅君との冗談から、僕のニックネームから
決まった決まった決まった決まった

– 社長のニックネームが「マブ」だったので、社長のニックネームが「マブ」だったので、社長のニックネームが「マブ」だったので、社長のニックネームが「マブ」だったので、2222つ並べてつ並べてつ並べてつ並べて
「マブ・マブ」となった。「マブ・マブ」となった。「マブ・マブ」となった。「マブ・マブ」となった。

• 資本金　資本金　資本金　資本金　300300300300万円万円万円万円

• 社　員　　社　員　　社　員　　社　員　　8888名名名名

• 設　立設　立設　立設　立 ２０００年２０００年２０００年２０００年10101010月月月月2222日（月）日（月）日（月）日（月）
• URL:http//www.goko.ac.URL:http//www.goko.ac.URL:http//www.goko.ac.URL:http//www.goko.ac.jpjpjpjp////mabumabumabumabu....htmhtmhtmhtm

• E-mill:E-mill:E-mill:E-mill:mabumabumabumabu@goko.ac.@goko.ac.@goko.ac.@goko.ac.jpjpjpjp
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ＶＣ『ツカサ』の概要

• ＶＣ名の由来
– SFCからRFCに

– RFCからツカサに

• 資本金　300万円

• 社　員　　７名

• 設立：2000年10月2日
• URL:http//www.goko.ac.jp/tukasa.htm
• E-mill:tukasa@goko.ac.jp
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開業計画（丸須販売企画）

• 販売目標　月平均３４個販売目標　月平均３４個販売目標　月平均３４個販売目標　月平均３４個
丸須販売企画開業後の見通し（月平均）

開業当初 事業が軌道に乗った後
売上高 333,200 490,000 9800 34 50
売上原価 166,600 245,000 4900 34 50

1 人件費 112,000 112,000
2 家賃 3,000 3,000
3 消耗品費 1,000 2,000
4 光熱費 1,000 1,000
5 通信費 1,000 2,000
6 会議費 2,000 2,000
7 リース料 15,000
8 その他（賃貸料など） 1,000 1,000

固定費合計 136,000 123,000
変動費 22,100 32,500 650 34 50

利　　　益 8,500 89,500
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開業計画（マブ・マブ）開業計画（マブ・マブ）開業計画（マブ・マブ）開業計画（マブ・マブ）

• 黒字決算　販売目標　黒字決算　販売目標　黒字決算　販売目標　黒字決算　販売目標　200袋袋袋袋
マブ・マブ開業後の見通し（月平均）

開業当初 事業が軌道に乗った後
売上高 496,000 744,000 2480 200 300
売上原価 248,000 372,000 1240 200 300

1 人件費 101,000 101,000
2 家賃 3,000 3,000
3 消耗品費 1,000 2,000
4 光熱費 1,000 1,000
5 通信費 1,000 2,000
6 会議費 2,000 2,000
7 リース料 15,000 15,000
8 その他（賃貸料など） 1,000 1,000

固定費合計 125,000 127,000
変動費 122,000 183,000 610 200 300

利　　　益 1,000 62,000
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開業計画（ツカサ）

• 販売目標　月平均210個
ツカサ販売企画開業後の見通し（月平均）

開業当初 事業が軌道単価 個数
798,000 1,140,000 3800 210 300
546,000 780,000 2600 210 300

1 人件費 90,000 90,000
2 家賃 3,000 3,000
3 消耗品費 1,000 2,000
4 光熱費 1,000 1,000
5 通信費 1,000 2,000
6 会議費 2,000 2,000
7 リース料 15,000 15,000

8
その他

（賃貸料な
ど） 1,000 1,000

114,000 116,000
変動費 136,500 195,000 650 210 300

売上高・売上原価・経費の算出方法の詳細（販売先、仕入値、人件費などの見込み）

1,500 49,000
利　　　益

（売上高-売上

売上高
売上原価

固定費合計
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メンバー紹介と組織（丸須）

– 社　長　　　社　長　　　社　長　　　社　長　　　須本隆介須本隆介須本隆介須本隆介

– 総務部総務部総務部総務部
部長：本間亮二　課長：江村大成部長：本間亮二　課長：江村大成部長：本間亮二　課長：江村大成部長：本間亮二　課長：江村大成

– 経理部経理部経理部経理部
部長：倉本啓吾　課長：中原正晃　主任：黒瀬哲志部長：倉本啓吾　課長：中原正晃　主任：黒瀬哲志部長：倉本啓吾　課長：中原正晃　主任：黒瀬哲志部長：倉本啓吾　課長：中原正晃　主任：黒瀬哲志

– 営業部営業部営業部営業部
部長：柿本　智　課長：和田昇吾　主任：竹森久晃部長：柿本　智　課長：和田昇吾　主任：竹森久晃部長：柿本　智　課長：和田昇吾　主任：竹森久晃部長：柿本　智　課長：和田昇吾　主任：竹森久晃
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メンバー紹介と組織（マブ・マブ）メンバー紹介と組織（マブ・マブ）メンバー紹介と組織（マブ・マブ）メンバー紹介と組織（マブ・マブ）

– 社　長　　　久保　学

– 総務部総務部総務部総務部

部長：中山達也　課長：遠藤大輔部長：中山達也　課長：遠藤大輔部長：中山達也　課長：遠藤大輔部長：中山達也　課長：遠藤大輔

– 経理部経理部経理部経理部

部長：田原功基　課長：青山隆行部長：田原功基　課長：青山隆行部長：田原功基　課長：青山隆行部長：田原功基　課長：青山隆行

– 営業部営業部営業部営業部

部長：新宅将史　課長：部家正行　主任：大西真一部長：新宅将史　課長：部家正行　主任：大西真一部長：新宅将史　課長：部家正行　主任：大西真一部長：新宅将史　課長：部家正行　主任：大西真一
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メンバー紹介と組織

課長
沖本忠之

総務部長
西川健児

課長
新本康典

経理部長
千葉博之

課長
木下浩彰

営業部長
徳田晃二

社長
大上　司
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メンター企業

– ㈱ミツトヨ　広島事業所㈱ミツトヨ　広島事業所㈱ミツトヨ　広島事業所㈱ミツトヨ　広島事業所

– 業　種：精密測定器の製造販売業　種：精密測定器の製造販売業　種：精密測定器の製造販売業　種：精密測定器の製造販売

– 資本金資本金資本金資本金 ３億９千万円３億９千万円３億９千万円３億９千万円

– 従業員数従業員数従業員数従業員数 国内国内国内国内2,1462,1462,1462,146人人人人 海外海外海外海外1,6481,6481,6481,648人人人人

– 担当者　　総務部　総務課　中村係長担当者　　総務部　総務課　中村係長担当者　　総務部　総務課　中村係長担当者　　総務部　総務課　中村係長

– URL:http//www.URL:http//www.URL:http//www.URL:http//www.mitutoyomitutoyomitutoyomitutoyo.co..co..co..co.jpjpjpjp
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メンター企業

– 企業名：呉糧配協同組合

– 業　種：米穀食料品販売

– 資本金：1億5千万円

– 従業員数：500名

– 担当者　　総務部　谷口彰啓次長

– URL:http//www.kureryohai.co.jp
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経営理念（丸須販売企画）

•一致協力一致協力一致協力一致協力…

–みんなと協力して一つの事をやりとげよ
う
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経営理念（マブ・マブ）経営理念（マブ・マブ）経営理念（マブ・マブ）経営理念（マブ・マブ）

•千里の道も一歩から千里の道も一歩から千里の道も一歩から千里の道も一歩から
• 何事も最初の一歩が肝心で，最初から何事も最初の一歩が肝心で，最初から何事も最初の一歩が肝心で，最初から何事も最初の一歩が肝心で，最初から

　最後まで気合を入れてがんばって行きたい。　最後まで気合を入れてがんばって行きたい。　最後まで気合を入れてがんばって行きたい。　最後まで気合を入れてがんばって行きたい。
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経営理念（ツカサ）

•明るく、元気で、体も心も健康

•健康な肉体に健康な精神
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取り扱い商品について（丸須）

• デジタル体脂肪計デジタル体脂肪計デジタル体脂肪計デジタル体脂肪計
– 最近、お腹の脂肪が気になる人最近、お腹の脂肪が気になる人最近、お腹の脂肪が気になる人最近、お腹の脂肪が気になる人

– 安心、気軽で、便利な安心、気軽で、便利な安心、気軽で、便利な安心、気軽で、便利な

– 誰でも簡単に計れる誰でも簡単に計れる誰でも簡単に計れる誰でも簡単に計れる

– デジタル体脂肪計デジタル体脂肪計デジタル体脂肪計デジタル体脂肪計が出来ました。が出来ました。が出来ました。が出来ました。

– 販売価格　販売価格　販売価格　販売価格　9800980098009800円（税抜き）円（税抜き）円（税抜き）円（税抜き）
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販売促進広告（日本語版）販売促進広告（日本語版）販売促進広告（日本語版）販売促進広告（日本語版）
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販売促進広告（英語版）
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ホーム
ページ

ここにカーソルを持っ
ていきクリックすると購
入画面になります

ここをクリックすると
会社の紹介画面に

なります
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取り扱い商品について取り扱い商品について取り扱い商品について取り扱い商品について
（マブ・マブ）（マブ・マブ）（マブ・マブ）（マブ・マブ）

• 米米米米

• 平泉産地直送平泉産地直送平泉産地直送平泉産地直送

• ５ｋｇ　￥２，４８０円５ｋｇ　￥２，４８０円５ｋｇ　￥２，４８０円５ｋｇ　￥２，４８０円



販売促進広告販売促進広告販売促進広告販売促進広告
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販売促進広告販売促進広告販売促進広告販売促進広告
（英語版）（英語版）（英語版）（英語版）
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ホームページ
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取り扱い商品について（ツカサ）

• 栄養補助食品食品リブロン

• 食物に含まれるビタミン量の減少

• 健康そうで不健康な人間の増加

• 現代人に送る栄養バランス補助食品



販売促進広告
（英語版）



ホームページ
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決算報告（丸須）
丸須販売企画

至2000年10月１日～1２月２日
金額

営業損益の部
10月分　19×9800＝186200
11月分　8×9800＝78400 264,600

売上原価 27×4900=132300 132,300
販売利益 132,300

営業経費
給料（９人分） 109000×2ヶ月 218,000
家賃 3000×2ヶ月 6,000
消耗品 1000×2ヶ月 2,000
光熱費 1000×2ヶ月 2,000
通信費 1000×2ヶ月 2,000
会議費 2000×2ヶ月 4,000
リース料 15000×2ヶ月 30,000
賃貸料 1000×2ヶ月 2,000
振込手数料 400×9名×2ヶ月 7,200
売上回収手数料 400×5件 2,000
社会保険料 13080×2ヶ月 26,160
営業経費計 301,360
営業損失 -169,060

営業外利益
10月分　30540
11月分　30278 60,818

敷金還付金 18,000
電話加入権販売 50,000
営業外利益合計 128,818
営業外損失（開業資金）
敷金 18,000
電話加入権 76,440
リース料 15,000
通信費 8,000
消耗品費 10,000
家賃 3,000
会議費 2,000
光熱費 1,000
営業外損失合計 133,440
営業外損失 -4,622
当期損失 -173,682

科　　　目

受入利息

売上高

損益計算書

丸須販売企画丸須販売企画丸須販売企画丸須販売企画

2000年11月30日現在

科　　目 期中内訳 期末金額 科　　目 内　　訳 期末金額
期首預金残高 3,000,000 買掛金買掛金買掛金買掛金 27×1240 132,300132,300132,300132,300

当期売上高 264,600 未払金未払金未払金未払金 開業資金 133,440133,440133,440133,440
経費 -301,360

利息 60,818

差引期末残高差引期末残高差引期末残高差引期末残高 3,024,058 3,024,0583,024,0583,024,0583,024,058

未収入金計未収入金計未収入金計未収入金計 68,000 68,00068,00068,00068,000
敷金還付金 18,000

電話加入権 50,000

資本金 3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000
当期損失 -173,682-173,682-173,682-173,682

資産合計資産合計資産合計資産合計 3,092,0583,092,0583,092,0583,092,058 負債合計負債合計負債合計負債合計 3,092,0583,092,0583,092,0583,092,058

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

資産の部 負債の部

１７３，６８２円１７３，６８２円１７３，６８２円１７３，６８２円
の損失の損失の損失の損失

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

損益計算書
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赤字決算の要因

• 取引期間が他のＶＣとあわなかった取引期間が他のＶＣとあわなかった取引期間が他のＶＣとあわなかった取引期間が他のＶＣとあわなかった

• 市場調査の必要性市場調査の必要性市場調査の必要性市場調査の必要性

• 価格が高かった価格が高かった価格が高かった価格が高かった

• 広報・宣伝の戦略広報・宣伝の戦略広報・宣伝の戦略広報・宣伝の戦略
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決算報告（マブ・マブ）決算報告（マブ・マブ）決算報告（マブ・マブ）決算報告（マブ・マブ）

• 原因原因原因原因

• ２０５，９２０円の損失２０５，９２０円の損失２０５，９２０円の損失２０５，９２０円の損失

• 他他他他VCとの開業時期のずれとの開業時期のずれとの開業時期のずれとの開業時期のずれ

• 単一商品単一商品単一商品単一商品
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貸借対照表・損益計算書貸借対照表・損益計算書貸借対照表・損益計算書貸借対照表・損益計算書
VCマブ・マブ

至2000年10月１日～1２月２日
金額

営業損益の部
10月分　47×2480＝116560
11月分　16×2480＝39680 156,240

売上原価 63×1240=78120 78,120
販売利益 78,120

営業経費
給料（8人分） 101000×2ヶ月 202,000
家賃 3000×2ヶ月 6,000
消耗品 1000×2ヶ月 2,000
光熱費 1000×2ヶ月 2,000
通信費 1000×2ヶ月 2,000
会議費 2000×2ヶ月 4,000
リース料 15000×2ヶ月 30,000
賃貸料 1000×2ヶ月 2,000
振込手数料 400×8名×2ヶ月 6,400
売上回収手数料 400×12件 4,800
社会保険料 12120×2ヶ月 24,240
営業経費計 285,440
営業損失 -207,320

営業外利益
10月分　29900
11月分　29239 59,139

敷金還付金 18,000
電話加入権販売 50,000
営業外利益合計 127,139

営業外損失（開業資金）
敷金 18,000
電話加入権 76,440
リース料 15,000
通信費 8,000
消耗品費 10,000
家賃 3,000
会議費 2,000
光熱費 1,000
営業外損失合計 133,440
営業外損失 -6,301
当期損失 -213,621

科　　　目

受入利息

売上高

損益計算書

ＶＣマブ・マブＶＣマブ・マブＶＣマブ・マブＶＣマブ・マブ
2000年11月30日現在

科　　目 期中内訳 期末金額 科　　目 内　　訳 期末金額
期首預金残高 3,000,000 買掛金買掛金買掛金買掛金 63×1240 78,12078,12078,12078,120

当期売上高 156,240 未払金未払金未払金未払金 開業資金 133,440133,440133,440133,440
経費 -285,440

利息 59,139

差引期末残高差引期末残高差引期末残高差引期末残高 2,929,939 2,929,9392,929,9392,929,9392,929,939

未収入金計未収入金計未収入金計未収入金計 68,000 68,00068,00068,00068,000
敷金還付金 18,000

電話加入権 50,000

資本金 3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000
当期損失 -213,621-213,621-213,621-213,621

資産合計資産合計資産合計資産合計 2,997,9392,997,9392,997,9392,997,939 負債合計負債合計負債合計負債合計 2,997,9392,997,9392,997,9392,997,939

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

資産の部 負債の部

２１３，６２１円２１３，６２１円２１３，６２１円２１３，６２１円
の損失の損失の損失の損失
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決算報告（ツカサ）
損益計算書

貸借対照表

ツカサ 2000年11月30日現在

科　　目 期中内訳 期末金額 科　　目 内　　訳 期末金額
期首預金残高 3,000,000 買掛金買掛金買掛金買掛金 47×1900 89,30089,30089,30089,300

当期売上高 178,600 未払金未払金未払金未払金 開業資金 133,440133,440133,440133,440
経費 -261,600

利息 59,445

差引期末残高差引期末残高差引期末残高差引期末残高 2,976,445 2,976,4452,976,4452,976,4452,976,445

未収入金計未収入金計未収入金計未収入金計 68,000 68,00068,00068,00068,000
敷金還付金 18,000

電話加入権 50,000

資本金 3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000
当期損失 -178,295-178,295-178,295-178,295

資産合計資産合計資産合計資産合計 3,044,4453,044,4453,044,4453,044,445 負債合計負債合計負債合計負債合計 3,044,4453,044,4453,044,4453,044,445

資産の部 負債の部

貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表

至2000年10月１日～11月30日 ツカサ
金額

営業損益の部
10月分　28×3800＝106400
11月分　19×3800＝72200 178,600

売上原価 47×1900=89300 89,300
販売利益 89,300

営業経費
給料（7人分） 90000×2ヶ月 180,000
家賃 3000×2ヶ月 6,000
消耗品 1000×2ヶ月 2,000
光熱費 1000×2ヶ月 2,000
通信費 1000×2ヶ月 2,000
会議費 2000×2ヶ月 4,000
リース料 15000×2ヶ月 30,000
賃貸料 1000×2ヶ月 2,000
振込手数料 400×7名×2ヶ月 5,600
売上回収手数料 400×16件 6,400
社会保険料 10800×2ヶ月 21,600
営業経費計 261,600
営業損失 -172,300

営業外利益
10月分　29908
11月分　29537 59,445

敷金還付金 18,000
電話加入権販売 50,000
営業外利益合計 127,445
営業外損失（開業資金）
敷金 18,000
電話加入権 76,440
リース料 15,000
通信費 8,000
消耗品費 10,000
家賃 3,000
会議費 2,000
光熱費 1,000
営業外損失合計 133,440
営業外損失 -5,995
当期損失 -178,295

科　　　目

受入利息

売上高

損益計算書

１７８，２９５円１７８，２９５円１７８，２９５円１７８，２９５円
の損失の損失の損失の損失
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赤字決算の要因

• 取引期間が短かった

• 市場調査の必要性

• 広報・宣伝
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感　想Ⅰ

– 教室で勉強する時と決定的に違ったのは、自分自身が興味を持教室で勉強する時と決定的に違ったのは、自分自身が興味を持教室で勉強する時と決定的に違ったのは、自分自身が興味を持教室で勉強する時と決定的に違ったのは、自分自身が興味を持
ち知りたいと思い自主的に学習したことだと思う。ち知りたいと思い自主的に学習したことだと思う。ち知りたいと思い自主的に学習したことだと思う。ち知りたいと思い自主的に学習したことだと思う。

– 授業が進むにつれて興味が出てきてメンター企業の人の話しを授業が進むにつれて興味が出てきてメンター企業の人の話しを授業が進むにつれて興味が出てきてメンター企業の人の話しを授業が進むにつれて興味が出てきてメンター企業の人の話しを
聞いてやる気になった。聞いてやる気になった。聞いてやる気になった。聞いてやる気になった。

– 授業をしているというより好きなことで遊んでいるような感覚で知授業をしているというより好きなことで遊んでいるような感覚で知授業をしているというより好きなことで遊んでいるような感覚で知授業をしているというより好きなことで遊んでいるような感覚で知
識をえることができる。だから自分にとってはどの授業よりも楽し識をえることができる。だから自分にとってはどの授業よりも楽し識をえることができる。だから自分にとってはどの授業よりも楽し識をえることができる。だから自分にとってはどの授業よりも楽し
んで取り組めたと思う。んで取り組めたと思う。んで取り組めたと思う。んで取り組めたと思う。

– １年間の授業計画を聞いたときは、ぜんぜん理解できなかったけ１年間の授業計画を聞いたときは、ぜんぜん理解できなかったけ１年間の授業計画を聞いたときは、ぜんぜん理解できなかったけ１年間の授業計画を聞いたときは、ぜんぜん理解できなかったけ
ど、何回もやっていくうちに、会社の仕組みがわかり、自然にパソど、何回もやっていくうちに、会社の仕組みがわかり、自然にパソど、何回もやっていくうちに、会社の仕組みがわかり、自然にパソど、何回もやっていくうちに、会社の仕組みがわかり、自然にパソ
コンを使えるようになった。コンを使えるようになった。コンを使えるようになった。コンを使えるようになった。

– 人に頼まれないと動かないタイプだが、自分から進んで積極的人に頼まれないと動かないタイプだが、自分から進んで積極的人に頼まれないと動かないタイプだが、自分から進んで積極的人に頼まれないと動かないタイプだが、自分から進んで積極的
に仕事をしなければならないことを学びましたに仕事をしなければならないことを学びましたに仕事をしなければならないことを学びましたに仕事をしなければならないことを学びました。。。。

– 最初は、楽そうだと思っていたけど、実際はすごくむずかしかっ最初は、楽そうだと思っていたけど、実際はすごくむずかしかっ最初は、楽そうだと思っていたけど、実際はすごくむずかしかっ最初は、楽そうだと思っていたけど、実際はすごくむずかしかっ
たです。たです。たです。たです。
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感想Ⅱ感想Ⅱ感想Ⅱ感想Ⅱ
– 外国のホームぺージを見たけれどぜんぜん分からない。英語を外国のホームぺージを見たけれどぜんぜん分からない。英語を外国のホームぺージを見たけれどぜんぜん分からない。英語を外国のホームぺージを見たけれどぜんぜん分からない。英語を

もっと勉強すればよかったと後悔している。もっと勉強すればよかったと後悔している。もっと勉強すればよかったと後悔している。もっと勉強すればよかったと後悔している。

– 自分達の会社のホームページをどんなかんじにするか相談しな自分達の会社のホームページをどんなかんじにするか相談しな自分達の会社のホームページをどんなかんじにするか相談しな自分達の会社のホームページをどんなかんじにするか相談しな
がら一生懸命作りました。他の学校のホームページを見るといろがら一生懸命作りました。他の学校のホームページを見るといろがら一生懸命作りました。他の学校のホームページを見るといろがら一生懸命作りました。他の学校のホームページを見るといろ
いろ工夫してあった。もっと工夫すればよかったと反省している。いろ工夫してあった。もっと工夫すればよかったと反省している。いろ工夫してあった。もっと工夫すればよかったと反省している。いろ工夫してあった。もっと工夫すればよかったと反省している。

– 最初は、何も知らなかったけど授業をだんだん進めて設立総会最初は、何も知らなかったけど授業をだんだん進めて設立総会最初は、何も知らなかったけど授業をだんだん進めて設立総会最初は、何も知らなかったけど授業をだんだん進めて設立総会
で発表したり、ほかの会社のホームページを見て購入するなどで発表したり、ほかの会社のホームページを見て購入するなどで発表したり、ほかの会社のホームページを見て購入するなどで発表したり、ほかの会社のホームページを見て購入するなど
の授業をやっているうちにいろんなスキルが身に付いた。の授業をやっているうちにいろんなスキルが身に付いた。の授業をやっているうちにいろんなスキルが身に付いた。の授業をやっているうちにいろんなスキルが身に付いた。

– 各部署に分れて作業をして最後に一人一人が今日の授業の感各部署に分れて作業をして最後に一人一人が今日の授業の感各部署に分れて作業をして最後に一人一人が今日の授業の感各部署に分れて作業をして最後に一人一人が今日の授業の感
想を発表していくうちに人前で話すのになれてきた。想を発表していくうちに人前で話すのになれてきた。想を発表していくうちに人前で話すのになれてきた。想を発表していくうちに人前で話すのになれてきた。

– 毎週どのくらい商品が売れているか黒字か赤字かを楽しく見て毎週どのくらい商品が売れているか黒字か赤字かを楽しく見て毎週どのくらい商品が売れているか黒字か赤字かを楽しく見て毎週どのくらい商品が売れているか黒字か赤字かを楽しく見て

いましたいましたいましたいました。。。。
– 就職して、このような経験が出来るとは思わないけれど少なくと就職して、このような経験が出来るとは思わないけれど少なくと就職して、このような経験が出来るとは思わないけれど少なくと就職して、このような経験が出来るとは思わないけれど少なくと

も経営がいかに難しいのかが体験できたも経営がいかに難しいのかが体験できたも経営がいかに難しいのかが体験できたも経営がいかに難しいのかが体験できた．．．．


