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このモジュールでは、実践的なアプローチで

ユーザーフレンドリーな言語で主題について

説明します。各モジュールは、理論、実用的

なシナリオとビデオのミックスです。一連の

質問と活動は、学習者が主題に対する理解を

テストするのに役立ちます。

各モジュールの完了後、潜在的な学習率を

向上させ、増加させるために私たちを助け

るので、あなたのフィードバックや提案を

提出することをお勧めします。

モジュール :2
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( Mojūru : 2)

Kono mojūrude wa, jissen-tekina apurōchi de 

yūzāfurendorīna gengo de shudai ni tsuite setsumei 

shimasu. Kaku mojūru wa, riron, jitsuyō-tekina 

shinario to bideo no mikkusudesu. Ichiren no 

shitsumon to katsudō wa, gakushū-sha ga shudai ni 

taisuru rikai o tesuto suru no ni yakudachimasu.

Kaku mojūru no kanryō-go, senzai-tekina gakushū-

ritsu o kōjō sa se, zōka sa seru tame ni watashitachi 

o tasukerunode, anata no fīdobakku ya teian o 

teishutsu suru koto o o susume shimasu.
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収入とは何ですか? 

収入とは、給与、資本利息、不動産et.alに

対する家賃など、さまざまなソースから得

られる収入です。

事業では、収入とは、経費やその他の金銭

的義務が控除される前に取引から得たお金

を指します。

収入

は財務プロファイルの重要なコンポーネン

トです。個人と企業の収入は、社会におけ

る財政状態を定義します。実際、収入、ニ

ーズ、欲求に基づいて満たすことができま

す。
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Shūnyū to wa nanidesu ka?

Shūnyū to wa, kyūyo, shihon risoku, fudōsan et. 

Al ni taisuru yachin nado, samazamana sōsu kara 

e rareru shūnyūdesu.

Jigyōde wa, shūnyū to wa, keihi ya sonohoka no 

kinsen-teki gimu ga kōjo sa reru mae ni torihiki 

kara eta okane o sashimasu.

Shūnyū wa zaimu Purofairu no jūyōna 

konpōnentodesu. Kojin to kigyō no shūnyū wa, 

shakai ni okeru zaisei jōtai o teigi shimasu. Jissai, 

shūnyū, nīzu, yokkyū ni motodzuite mitasu 

koto ga dekimasu.
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収入の種類 (個人の場合)

個人の場合、収入を生み出す方法は4つありま

す:

獲得-収入:

給与を通して受け取る収入は、所得と呼ばれ

ます。例えば、サービスを提供し、給与で支

払われる場合などです。それはあなたの稼い

だ収入です。インベスタペディアによると-

賃金、手数料、ボーナスなどを含む職業やビ

ジネスへの積極的な参加から得られる収入は

、所得と呼ばれます。この収入は、線形所得

または固定所得とも呼ばれます。

投資-収入:

利払い金、配当金、株式、不動産、投資信託

、クラブ会員などの投資源によるキャピタル

ゲインによって得られる収入。このような収

入は、投資収入または変動所得と定義されま

す。
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継承-収入：

人が何かの方法で家族からお金を得るとき、

それは相続収入または時折の収入として知ら

れています。

パッシブ-収入：

所有資産から生み出されるお金は、受動的な

収入と呼ばれます。また、経常所得として知

られています。例えば、賃貸収入、書籍、美

術品・絵画、特許、コンテンツ等の作成・販

売. 

(上記の収入のタイプは、技術名を持つビジネ

スで定義されています。説明は以下の通りで

す。)
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Shūnyū no shurui (Kojin no baai)

Kojin no baai, shūnyū o umidasu hōhō wa 4tsu 

arimasu:  

Kakutoku – shūnyū: Kyūyo o tōshite uketoru 

shūnyū wa, shotoku to yoba remasu. Tatoeba, 

sābisu o teikyō shi, kyūyo de shiharawa reru baai 

nadodesu. Sore wa anata no kaseida shūnyūdesu. 

Inbesutapedia ni yoru to - chingin, tesūryō, bōnasu 

nado o fukumu shokugyō ya bijinesu e no 

sekigyokutekina sanka kara e rareru shūnyū wa, 

shotoku to yoba remasu. Kono shūnyū wa, senkei 

shotoku matawa kotei shotoku-tomo yoba remasu.

Tōshi shūeki tōshi shūnyū: Ribarai-kin, haitō-kin, 

kabushiki, fudōsan, tōshi shintaku, kurabu kaiin 

nado no tōshi-gen ni yoru kyapitarugein ni yotte e 

rareru shūnyū. Kono yōna shūnyū wa, tōshi shūnyū 

matawa hendō shotoku to teigi sa remasu.

Sōzoku rieki: Keishō - shūnyū: Hito ga nanika no 

hōhō de kazoku kara okane o eru toki, soreha 

sōzoku shūnyū matawa tokiori no shūnyū to shite 

shira rete imasu.
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Passhibu - shūnyū:  Shoyū shisan kara umidasa 

reru okane wa, judō-tekina shūnyū to yoba remasu. 

Mata, keijō shotoku to shite shira rete imasu. 

Tatoeba, chintai shūnyū, shoseki, bijutsu-hin kaiga, 

tokkyo, kontentsu-tō no sakusei hanbai. 

(Jōki no shūnyū no taipu wa, gijutsu-mei o motsu 

bijinesu de teigi sa rete imasu. Setsumei wa 

ikanotōridesu.)
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収入の種類 (業務の場合)

ビジネスハウスは、以下の方法で収入を定義

します -

販売-収入：

このタイプの収入は、商品やサービスを販売

することによって生成されます。取引により

ビジネスで獲得されます。したがって、それ

は収入を得たとも呼ばれます。

キャピタルゲイン:

利益を生み出すために機械、資金、株式、不

動産などのエンティティを購入することによ

って利益を得るために企業に投資されたお金

は、キャピタルゲインと呼ばれます。このよ

うなエンティティが購入価格よりも高い価格

で販売されている場合、この利益が発生しま

す。

ロイヤリティ：このタイプの収入は、特定の

特許またはコンテンツを作成することによっ

て生成されます。受動的な収入と同じです。
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たとえば、Windows 

ソフトウェアを使用する場合は、ライセンス

の支払いが必要です。会社が得た手数料は、

ロイヤリティ収入です。

Shūnyū no shurui (Gyōmu no baai )

Bijinesu hausu wa, ika no hōhō de shūnyū o 

teigi shimasu –

Hanbai - shūnyū: Kono taipu no shūnyū wa, 

shōhin ya sābisu o hanbai suru koto ni yotte 

seisei sa remasu. Torihiki ni yori bijinesu de 

kakutoku sa remasu. Shitagatte, soreha shūnyū 

o etatomo yoba remasu.

Kyapitarugein: Rieki o umidasu tame ni kikai, 

shikin, kabushiki, fudōsan nado no entiti o 

kōnyū suru koto ni yotte rieki o eru tame ni 

kigyō ni tōshi sa reta okane wa, kyapitarugein 

to yoba remasu. Kono yōna entiti ga kōnyū

kakaku yori mo takai kakaku de hanbai sa rete 

iru baai, kono rieki ga hassei shimasu.
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Roiyariti: Kono taipu no shūnyū wa, tokutei no 

tokkyo matawa kontentsu o sakusei suru koto ni 

yotte seisei sa remasu. Judō-tekina shūnyū to 

onajidesu. Tatoeba, u~indōzu sofutō~ea o 

shiyō suru baai wa, raisensu no shiharai ga 

hitsuyōdesu. Kaisha ga eta tesūryō wa, roiyariti 

shūnyūdesu.
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投資とは何ですか?

投資とは、将来的により高いリターンを得る

ことを期待して、製品に割り当てられたお金

を指します。例えば金、財産、資金など.

投資辞書によると-

投資は、資産が将来的に収入を提供するか、

利益を得るために後でより高い価格で売却す

ることができるという考えで購入された通貨

資産です。

Tōshi to wa nanidesu ka?

Tōshi to wa, shōrai-teki ni yori takai ritān o eru 

koto o kitai shite, seihin ni wariate rareta okane o 

sashimasu. Tatoeba kin, zaisan, shikin nado. 

Tōshi jisho ni yoru to - tōshi wa, shisan ga shōrai-

teki ni shūnyū o teikyō suru ka, rieki o eru tame ni 

atode yori takai kakaku de baikyaku suru koto ga 

dekiru to iu kangae de kōnyū sa reta tsūka 

shisandesu.
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経費とは何ですか?

コリンズ辞書によると-

それはあなたに何か費用がかかるか、何かを

するために費やす必要があるお金です。

一言で言えば、個人や企業が費やしたお金は

経費と呼ばれます。これらの費用は、そのニ

ーズと要件を満たすために発生します。

Keihi to wa nanidesu ka?

Korinzu jisho ni yoru to - sore wa anata ni nanika 

hiyō ga kakaru ka, nanika o suru tame ni tsuiyasu 

hitsuyō ga aru okanedesu.

Hitokoto de ieba, kojin ya kigyō ga tsuiyashita 

okane wa keihi to yoba remasu. Korera no hiyō wa, 

sono nīzu to yōken o mitasu tame ni hassei 

shimasu.
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基本的に、経費は収入に基づいています。し

たがって、収入が高いほど購買力が高くなり

ます。個人が負担する費用の種類は以下の通

りです:

Kihontekini, keihi wa shūnyū ni motodzuite imasu. 

Shitagatte, shūnyū ga takai hodo kōbai-ryoku ga 

takaku narimasu. Kojin ga futan suru hiyō no shurui 

wa ikanotōridesu:
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ビジネストレードに費やされたお金は経費と

呼ばれる。これらの費用は、損益計算書に計

上され、会計年度に対して計算されます。費

用の一部は以下の通りです。

Bijinesutorēdo ni tsuiyasa reta okane wa keihi 

to yoba reru. Korera no hiyō wa, son'eki 

keisansho ni keijō sa re, kaikei nendo ni taishite 

keisan sa remasu. Hiyō no ichibu wa 

ikanotōridesu.
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経費の種類

直接経費:

特定の原価単位で発生し、その原価単位で識

別可能な経費は直接経費と呼ばれます。これ

らの費用は、商品/サービスの購入に関連して

います。例えば、賃金、商品の購入、カスタ

ム/オクトロイ関税採用機など. 

間接経費: これらの費用は、コスト

センターまたはコスト単位に割り当てられま

す。彼らは商品/サービスの購入との接続を持

っていません。例えば、オフィスの家賃、絵

画、所得税/専門税等.

Keihi no shurui

Chokusetsu keihi: Tokutei no genka tan'i de hassei 

shi, sono genka tan'i de shikibetsu kanōna keihi wa 

chokusetsu keihi to yoba remasu.  Korera no hiyō 

wa, shōhin/ sābisu no kōnyū ni kanren shite imasu. 

Tatoeba, chingin, shōhin no kōnyū, kasutamu/ Oku 

Toroi kanzei saiyō-ki nado. 
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Kansetsu keihi: Korera no hiyō wa, kosuto sentā 

matawa kosuto tan'i ni wariate raremasu. Karera 

wa shōhin/ sābisu no kōnyū to no setsuzoku o motte 

imasen. Tatoeba, ofisu no yachin, kaiga, shotoku 

zei/ senmon zei-tō.
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支出とは何ですか?

個人が使ったお金は支出と呼ばれます。家賃

の支払い、旅費、商品/サービスの購入は、個

人支出の例です。

ビジネスでは、支払いまたは支出は支出とし

て定義されます。

技術的には、支出は負債の決済または資産の

購入に費やされた金額です。

Shishutsu to wa nanidesu ka?

Kojin ga tsukatta okane wa shishutsu to yoba 

remasu. Yachin no shiharai, ryohi, shōhin/ sābisu 

no kōnyū wa, kojin shishutsu no reidesu. Bijinesude 

wa, shiharai matawa shishutsu wa shishutsu to shite 

teigi sa remasu.

Gijutsu-teki ni wa, shishutsu wa fusai no kessai 

matawa shisan no kōnyū ni tsuiyasa reta 

kingakudesu.
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支出の種類

経費は、会計目的で 3 

つのカテゴリに分類されます:

Shishutsu no shurui

Keihi wa, kaikei mokuteki de 3-tsu no kategori 

ni bunrui sa remasu:
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経費及び支出

Keihi oyobi shishutsu
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予算とは何ですか?

予算は、現在および将来の活動の財務計画を

取得するドキュメントです。予算には、予想

される収入と費用の両方が含まれます。休暇

に行く予定がある場合は、旅行のためのあな

たの費用を文書化する必要があります関連す

る活動(食べ物、観光など)と一緒に滞在。こ

の活動と経費の要約は、予算です。

正確には、特定の期間の収入と支出の見積も

りです。スプレッドシートは、エラーの発生

する計算を使用して予算を文書化または計画

するための一般的なツールの 1 つです。

Yosan to wa nanidesu ka?

Yosan wa, genzai oyobi shōrai no katsudō no zaimu 

keikaku o shutoku suru dokyumentodesu. Yosan ni 

wa, yosō sa reru shūnyū to hiyō no ryōhō ga 

fukuma remasu. Kyūka ni iku yotei ga aru baai wa, 

ryokō no tame no anata no hiyō o bunsho-ka suru 

hitsuyō ga arimasu kanren suru katsudō (tabemono, 
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kankō nado) to issho ni taizai. Kono katsudō to 

keihi no yōyaku wa, yosandesu.

Seikaku ni wa, tokutei no kikan no shūnyū to 

shishutsu no mitsumoridesu. Supureddoshīto wa, 

erā no hassei suru keisan o shiyō shite yosan o 

bunsho-ka matawa keikaku suru tame no 

ippantekina tsūru no 1-tsudesu.
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主な用語

Omona yōgo
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学習を評価する

1. 所得カテゴリのタイプを識別します:

エクイティ取引,   

パフォーマンスボーナス,   

商品販売収入, 

オンラインビデオゲーム設計と公開収入

,   結婚式の贈り物,   

音楽ビデオの権利料, 

フェスティバル手当,    

贈り物としてフラット,    

金の宝石販売収入,    ブログ出版収入

2. 推定支出計画は...................(完

了)

3. 直接経費と間接経費を区別します。

4. 関連カテゴリに以下の経費を一覧表示す

る :

原材料、家賃、公共料金、固定手形、燃

料、賃金、機械設定コスト、携帯電話代

、輸出関税、輸入税、製造費用
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5. 現在のシナリオでは、個人が利用できる

投資オプションについて説明します。

6. 個人の既存の収入源を一覧表示しますか

?

Gakushū o hyōka suru

1. Shotoku kategori no taipu o shikibetsu 

shimasu :

Ekuiti torihiki, pafōmansubōnasu, shōhin 

hanbai shūnyū, onrainbideogēmu sekkei to 

kōkai shūnyū, kekkonshiki no okurimono, 

ongaku bideo no kenri-ryō, fesutibaru teate, 

okurimono to shite furatto,-kin no hōseki 

hanbai shūnyū, burogu shuppan shūnyū
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2. Suitei shishutsu keikaku 

wa...................(Kanryō)

3. Chokusetsu keihi to kansetsu keihi o kubetsu 

shimasu.

4. Kanren kategori ni ika no keihi o ichiran 

hyōji suru :

Genzairyō, yachin, kōkyō ryōkin, kotei 

tegata, nenryō, chingin, kikai settei kosuto, 

keitai denwadai, yushutsu kanzei, yunyū zei, 

seizō hiyō

5. Genzai no shinariode wa, kojin ga riyō 

dekiru tōshi opushon ni tsuite setsumei 

shimasu.

6. Kojin no kizon no shūnyū-gen o ichiran hyōji 

shimasu ka?
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活動

1. 次のタスクの予算を作成します。予算作成

のシナリオと方法を定義します。

a. 誕生日パーティーの予算

b. オフィス用の新しいマシンを購入す

る

c. 新しいビジネスを始める

d. 新しい会計年度の費用

2. 与えられたコラージュから経費の種類を識

別します:

Huódòng

1. Tsugi no tasuku no yosan o sakusei shimasu. 

Yosan sakusei no shinario to hōhō o teigi 

shimasu.

a. Tanjōbi pātī no yosan

b. Ofisu-yō no atarashī mashin o kōnyū suru

c. Atarashī bijinesu o hajimeru

d. Atarashī kaikei nendo no hiyō

2. Ataerareta korāju kara keihi no shurui o 

shikibetsu shimasu:
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