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経営計画策定手引き【基本的事項の確認】

１．売上と（ 売上原価 ）と粗利【売上総利益】の関係

売上－（ 売上原価 ）＝ 粗利【売上総利益】

a.製造業では（ 製造原価 ）

b.小売業では（ 仕入原価 ）

c.在庫の計算も重要（売上原価＝期首在庫＋仕入高－期末在庫）【←ヒント】

２．粗利を上げるためには、

売上【↑】－（ 売上原価 ）【↓】＝粗利【↑】

３．売上は、３つの要素のかけ算（これ以外はない）

売上＝（ 顧客数 ）×（ 顧客単価 ）×（ 購入頻度 ）

４．製造原価とは、

材料費＋労務費＋外注加工費＋製造経費

５．製造原価は何を見れば分かるか？

法人であれば（ 決算書の製造原価 ）を見れば分かる。

個人経営者であれば（ 確定申告書 ）から拾い出して再計算すると分かる。

６．製品毎の製造原価が分かりますか？

製品毎に[材料費＋労務費＋外注加工費＋製造経費]を計算する。

７．製造原価から適正な販売価格を設定していますか？

総原価

販売価格＝製造原価＋販売費・一般管理費＋利益

でなければ、利益（＋）ではなく、損失（－）が決算書に計上される。
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８．製品と商品の違い（４Ｐ←【ヒント】）

商品＝製品＋価格＋プロモーション＋流通

９．マーケティングミックス（４Ｐと４Ｃ）

4P:売り手側の視点

 Product（製品）:製品、サービス、品質、デザイン、ブランド 等

 Price（価格）:価格、割引、支払条件、信用取引 等

 Promotion（プロモーション）:広告宣伝、ダイレクトマーケティング 等

 Place（流通）:チャネル、輸送、流通範囲、立地、品揃え、在庫 等

4C:買い手側の視点

 Consumer（消費者のニーズやウォンツが商品）、Customer solution（顧客ソリューション）

 Customer cost（顧客コスト）

 Communication（コミュニケーション）

 Convenience（流通は利便性）

10．２．３．のもっと詳しい解説

売上を２倍にする方法

売上＝顧客数×顧客単価×購入頻度

A．２倍の売上＝2.0・顧客数×顧客単価×購入頻度

B．２倍の売上＝顧客数×2.0・顧客単価×購入頻度

C．２倍の売上＝顧客数×顧客単価×2.0・購入頻度

D．２倍の売上＝1.3・顧客数×1.3・顧客単価×1.3・購入頻度

2倍の売上に対する考慮すべき点

達成までの期間を明確にする

1年で達成するのか、2年で、3年で、5年で達成するのか

もし 1年で達成するなら

顧客数、顧客単価、購入頻度、それぞれに掛ける 1.3・（1.3倍）は、

1ヶ月毎では、12ヶ月で割ることになる。

http://ja.wikipedia.org/wiki/製品
http://ja.wikipedia.org/wiki/サービス
http://ja.wikipedia.org/wiki/品質
http://ja.wikipedia.org/wiki/デザイン
http://ja.wikipedia.org/wiki/ブランド
http://ja.wikipedia.org/wiki/価格
http://ja.wikipedia.org/wiki/割引
http://ja.wikipedia.org/wiki/信用取引
http://ja.wikipedia.org/wiki/広告
http://ja.wikipedia.org/wiki/宣伝
http://ja.wikipedia.org/wiki/ダイレクトマーケティング
http://ja.wikipedia.org/wiki/チャネル
http://ja.wikipedia.org/wiki/輸送
http://ja.wikipedia.org/wiki/流通
http://ja.wikipedia.org/wiki/立地
http://ja.wikipedia.org/wiki/在庫
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すなわち、1年間で 30.0％のアップを図るため

30.0％÷12ヶ月＝2.5％／1ヶ月

例１）現在、顧客数が 100人の場合。1年間で 30.0％のアップ（増加）させるためには、

1年間で 130人にすれば良い。よって、1年間で増分の 30人を何とかすれば良い。

ということは、1ヶ月あたりでは、30人÷12ヶ月＝2.5人（≒3人）を増加させる

何らかの方法を行うことで、目標は達成できる。

例２）現在、顧客数が 100人の場合。3年間で 30.0％のアップ（増加）させるためには、

3年間で 130人にすれば良い。よって、3年間で増分の 30人を何とかすれば良い。

ということは、1ヶ月あたりでは、30人÷36ヶ月＝0.8人（≒１人）を増加させる

何らかの方法を行うことで、目標は達成できる。

注：上記の計算では、顧客数が増えたら、減ることはないという前提で計算をしているが

実際には、顧客数の増減が見込まれるので、減分の％を考慮して計画することが必要。

11．１．のもっと詳しい解説

原価は、業種によって異なります。

原価には、大きく２つの種類があります。

まず一つは、仕入原価と呼ばれています。

もう一つは、製造原価と呼ばれています。

１．仕入原価

仕入原価とは、スーパーやコンビニなど、完成した商品を仕入れて販売するときの原価です。

仕入原価には、商品の仕入れの価格（仕入れ値段）にコンビニやスーパーの経費がプラスされた

ものです。

２．製造原価

製造原価は、メーカーが、原材料を仕入れて、加工して製品を作ります。

一般的に、工場などで生産しますので、材料費、労務費、設備費などの経費で構成されています。

これに販売及び一般管理費をプラスしたものが総原価になります。

一般的に、原価という場合は、「製造原価」をさす場合が多いようです。



4

12．売上原価の下げ方（損益分岐点を下げる具体的な方法）

変動費を下げる（実行予算書の作成とチェック方法の検討、相見積の徹底）

固定費を下げる（アウトソーシング、外注へ安価で依頼する）

注：正社員の削減や給与のカット等は、モチベーションが下がるため、極力行わない。

13．10．のもっと詳しい解説（実際のコンサルティングの内容）

売上＝ 顧客数 × 顧客単価 × 購入頻度

↑ ↑ ↑

集客 付加価値 リピート

（体験価値）

↓ ↓ ↓

誰に 何を どうやって

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ → → →

← ← ← 商品開発

14．経営計画策定手引き【重要事項の確認】

１．損益計算 損益分岐点

２．損益計算 限界利益率

３．変動損益計算書

４．変動費と固定費

５．損益分岐点を下げるには

６．直接労務費は変動費として扱うか

７．限界利益があれば赤字受注してよい

８．損益計算書の見るべきポイント ９．損益計算書で重要なポイント



１．損益計算 損益分岐点

まずは、例題。

表は，ある企業の損益計算書である。損益分岐点は何百万円か。（出典：平成１５年 システム監査技術

者試験 午前第２５問）

ア 250 イ 490 ウ 500 エ 625

損益分岐点とは何か。簡単に言えば、「利益＝経費」つまり「収支」がゼロになる点のことである。

事業というのはいくら売上が大きくても必ず儲かっているとは限らない。売上を大きくするためにはそれなりの経費が必要だ。当然、

「利益＜経費」となれば赤字であり、儲けがないことになる。それを経営努力によって「利益＞経費」にすることで事業が成功してい

ることになる。

「赤字」から「黒字」へと変わる途中の「利益＝経費」となるところ、つまり「損」と「益」の分かれ目、そこが損益分岐点となる。

ところが言葉では簡単に理解できる損益分岐点でも、損益計算書からそれを求めるのには経理の知識が必要だ。

「利益」が「売上」から「経費」を引いたものである事はすぐに解る。すなわち、「売上＝利益＋経費」である。

ここで、上の損益計算書を見てみよう。

「売上高」「売上原価」や「売上総利益」「税引前利益」など「売上」や「利益」の項目が目に付く。では、「経費」はどれか？

「固定費」と「変動費」がその経費である。損益計算書から損益分岐点を導き出すにはこの「固定費」と「変動費」が重要なポイン

トとなる。

「固定費」は「宣伝広告費」や「人件費」など、売上の大小にかかわらず、費用が固定の経費である。

「変動費」は「原材料費」や「運搬費」「外注費」など、売上が大きいと費用も大きくなる経費である。

つまり、「固定費」は売上が小さいときは経費に占める割合が大きいが、売上が増えるにしたがって「固定費」の割合は減少する。

極端に言えば「売上がなくても発生するのが固定費」「売上がないと発生しないのが変動費」とも言える。

両者と売上の関係を簡単に図に書いてみた。

利益＝売上高－(変動費＋固定費）

変動率＝変動費÷売上高

変動費＝売上高×変動率

利益＝売上高－売上高×変動率－固定費

０ ＝売上高(１－変動率)－固定費 ⇒ 損益分岐点（利益＝０の売上高）

差益分岐点（利益＝０の売上高）＝固定費÷（１－変動率）

差益分岐点比率＝差益分岐点÷売上×１００％

この図では右に行くほど売上が大きくなっている。

売上がほとんどないときでも「固定費」が発生していているが、売上が大きくなっても「固定費」は変化していない。

「変動費」は売上に比例するように増えていく。

そして、「固定費」と「変動費」の二つを足したものが「経費」であり、売上が経費よりも大きくなるところが「損益分岐点」である。

損益分岐点を越えた右側の部分にようやく現れる部分が「利益」である。

損益分岐点比率とは

損益分岐点比率とは実際の売上高から損益分岐点売上高が何％の位置にあるかを見る指標で求める式は以下になります。位置を求める

という事から損益分岐点比率の事を損益分岐点の位置とも呼びます。



損益分岐点比率 =
損益分岐点売上高

×100
売上高

損益分岐点比率が低ければ低いほど、売上低下による赤字への抵抗力があるという事になるので望ましいといえます。例えば損益分岐

点売上高が3600万円で、実際の売上高が4000万円の会社があったとします。その時の損益分岐点比率は、

3600万
×100 = 90％

4000万

90％です。売上高が仮に10％減少しても収支トントンで赤字が出ない計算となります。この10％を安全余裕度といいます。損益分岐点

比率が低ければ低いほど売上減少に対する抵抗力、すなわち安全性も高くなるというわけです。

例題の解答

利益:60＝700－(300＋340）

変動率:0.2＝(100+40)÷700

変動費:140＝700×0.2

利益:売上高－売上高×変動率－固定費

０ ＝売上高(１－変動率)－固定費 ⇒ 損益分岐点（利益＝０の売上高）

差益分岐点（利益＝０の売上高）＝固定費÷（１－変動率）＝(200+300)÷(1－0.2)＝625

差益分岐点比率＝625÷700×100%＝89%

（売上高が11％減少しても収支トントンで赤字が出ない）

損益分岐点を下げる具体的な方法

変動費を下げる（実行予算書の作成とチェック方法の検討、三者見積等の相見積の徹底）

固定費を下げる（アウトソーシング、外注へ安価で依頼する、労務費の部分は変動費とする）

注：正社員の削減や給与のカット等は、モチベーションが下がるため、極力行わない。

２．損益計算 限界利益率

固定費と変動費などの経費と損益分岐点についてはわかったと思うが、損益計算書から損益分岐点を導き出すには、それ以外にも、

「限界利益」という言葉を覚えなくてはいけない。

この「限界利益」と言う言葉は「限界」という単語が使われているため「上限や下限」をイメージしやすく、それがこの言葉の理解

度を低くしている原因とも思われる（事実、私がそうだった）が、限界利益は売上高によって変化する。

だからここではその言葉の持つ意味そのものにこだわらず、単にこういう言葉をこういう意味で使用するのだと覚えればよい。

「限界利益」は一般に仕入れたものを販売するような業種の場合、よく「粗利」という言葉でも表される（厳密には等価ではない）。

例えば、７０円で仕入れたものを１００円で売ったとしよう。

１００円（売上高）－７０円（仕入れ価格）＝３０円（粗利）

「仕入れ価格」と言うのは「原価」のことであり、「仕入れ価格」は「売上高」が大きくなればなるほど大きくなるものだ。

上の例で言えば、７０円のものを１０個仕入れて１０個売る場合と１００個仕入れて１００個売る場合では後者のほうが売上高も

仕入れ価格も大きいことはすぐにわかる。売上高に比例して仕入れ価格が変動するのだから、仕入れ価格は「変動費」となる。

また、ここで言う「粗利」は「限界利益」をあらわしているので

売上高－仕入れ価格（変動費）＝粗利（限界利益）

限界利益＝売上高－変動費 となる。



そして、この限界利益には何が含まれているのかを簡単に図にすると次のようになる。

限界利益には固定費と利益が含まれており、売上に対する限界利益の割合を「限界利益率」といい、次の式で表せる。

限界利益率＝限界利益(固定費＋利益)÷売上高

＝限界利益(売上高－変動費)÷売上高

上記の式で固定費は売上高に関係なく固定であり、売上高に比例するのは利益だけである。

限界利益率は一定なので、売上高が増えるとそれに連れて利益も増えることになる。

つまり、限界利益率は、売上が１単位増えることで利益がどれだけ増えるかという割合を表しているのである。

下記の簡単な例で説明する。

限界利益は固定費「１００」と利益「１００」を足したものなので「２００」になる。

売上高が「１０００」なので、限界利益率は「０．２」になる。

ここで限界利益率が「利益の増える割合」を示しているかどうかを確認してみる。

売上高が「１０００」のとき利益は「１００」だった。

売上高がさらに「１０００」増えて「２０００」になると、利益がいくらになるか。

売上高が増えると、当然、変動費も比例して増える。

上記の例では変動費は「１６００」になる。

一方、固定費は売上高に比例しないので「１００」のままである。

あとは単純に計算をすればいい。

２０００－１６００－１００＝３００

つまり、利益は２００増えたことになり、これは売上高に対する限界利益率の値に等しい。

同様に売上高が３０００になれば、利益は４００増える。

同様に売上高が４０００になれば、利益は６００増える。

これで限界利益率が、「利益の増える割合」を示していることがわかったと思う。

ここで、一般的によく知られている「粗利益（売上総利益）」と「限界利益」の違いを説明しておきましょう。例えば製造業の場合、

商品を製造するための材料費や外注費（＝変動費）のほかに自社の人件費や工場経費も「製造原価」として売上高から差し引いて

粗利益が計算されます。このため、粗利益は限界利益よりも小さい数値となります。



では業種別の限界利益の求め方を説明しましょう。

限界利益は売上高から変動費を引いて求められます。商社や卸売業なら商品を仕入れる際にかかった売上原価が変動費そのものとな

るため限界利益が算出しやすいですが、その他の業種の場合、どんな費用が変動費に含まれるのか知っておかなくては限界利益は求

められません。

業種別に変動費に含まれる主な費用を示しておきますので、これを元にして損益計算書から「限界利益」を導いてみましょう。

 製造業…材料費及び外注費および仕入商品原価

 建設業…材料費及び外注費

 運送業…外注費

 商社、卸売業、小売業…売上原価（仕入の値段）

 飲食業…材料費

 サービス業…変動費に含まれる外注費は少なく、売上のほとんどが限界利益となります

固定費は損益計算書のどの部分に当てはまるのでしょうか。固定費は売上原価の一部と「販売費及び一般管理費」に「営業外費用」

を足し、そこから「営業外収益」を引いて求められますが、損益計算書の枠組みにとらわれる必要はありません。

＜経常利益＝限界利益－固定費＞の関係式を頭に入れておけば固定費が経常利益と限界利益の差額に充当することにすぐに気がつ

くと思います。

主な固定費は人件費と経費。人件費とは名前の通り人に関わる費用であり、社員の給料や賞与だけでなく退職金や福利厚生費（健康

保険や厚生年金の会社 負担金）、通勤交通費などが含まれます。そして経費には広告宣伝費や交際費、社屋の家賃や水道光熱費、事

務消耗品代などが含まれます。人件費と経費ではどちらが固定費を占める割合が大きいでしょうか？答えは人件費です。固定費を下

げて利益を増やすとき、経費を抑えるのももちろんですが、固定費で最大のウエイトを占めている人件費を抑える努力が必要となり

ます。人件費は会社経営を圧迫します。つまり、限界利益に貢献していない社員にも一定の給料を支払わなければならないところに

問題があります。

限界利益と人件費は比例させなくてはなりません。限界利益あってこその人件費という認識が大切です。しかし、実際には、限界利

益に貢献していないからといって、その社員だけ給与を削減したり、賞与をカットするのはむずかしいものです。経費のコントロー

ルに比べ、人件費のコントロールは軽率に扱えません。たとえば、正社員の仕事を外注に出して人件費を削減しようと思ってもすぐ

には実行できないものです。そこで段取書を作成し、社員が辞めたり、別の部署に移動したのを機に外注化に踏み切るというような、

工夫が求められます。



３．変動損益計算書

変動損益計算書とは

変動損益計算書の定義・意味・意義

変動損益計算書とは、決算書の損益計算書の費用を変動費と固定費の２つに大別して、その構成を組み替えて表示したものをいう。

変動損益計算書の構造・構成・つくり（構成要素・構成部分）と仕組み（しくみ）

変動損益計算書は、基本的には、次の項目から構成される。

 売上高

 変動費

 限界利益（付加価値）

固定費

○ ヒト（人件費）

○ モノ（経費）

○ カネ（利子）

 利益（経常利益）

そして、それぞれの項目は、次のような関係にある。

売上高 － 変動費 ＝ 限界利益（付加価値）

限界利益（付加価値） － 固定費 ＝ 利益（経常利益）

■『ＴＫＣ経営指標』速報版（製造業）ＢｔｏＢ の場合

●黒字企業の定義…… １．期末純資産がプラス、かつ、２．当期損益がプラスの企業を指します。

●収録対象企業……… 現在掲載分は「平成25年12月1日～平成26年2月28日」までに決算が終了した企業のうち黒字企業を収録しています。

●収録基準…………… 業種は「日本標準産業分類」に基づき、黒字企業件数の多い上位業種を各大分類ごとに抽出して収録しています。

●並び順……………… 大分類ごとに黒字企業割合（黒字企業件数÷総企業件数×100）を求め、その大きい順に業種を並べています。

（平成25年12月決算～平成26年2月決算）

業種名

黒字

企業

件数

黒字

企業

割合

(％)

平 均

売上高

(千円)

対前

年

売上

高

比率

(％)

限界

利益

率

(％)

固定費

経常

利益

(千円)

売上高

経常

利益率

(％)

損益

分岐

点

比率

(％)

生産性(月／人)

平均

従事

員数

(人)

人件費

(千円)

労働

分配

率

(％)

その他

の

固定費

(千円)

1人

当り

売上高

(千円)

1人

当り

限界

利益

(千円)

1人

当り

人件費

(千円)

● 製 造 業

0972生菓子製造業 15 27.3 1,474,343 108.3 53.5 394,405 50.0 323,404 71,238 4.8 91.0 1,153 617 308 106.5

☆下例のシミュレーションでは32.0（％）となっている。【(43,200-変動費)/43,200=0.32】

■『ＴＫＣ経営指標』速報版（小売業）ＢｔｏＣ の場合（通販事業にも適用）

（平成25年12月決算～平成26年2月決算）

業種名

黒字

企業

件数

黒字

企業

割合

(％)

平 均

売上高

(千円)

対前

年

売上

高

比率

(％)

限界

利益

率

(％)

固定費

経常

利益

(千円)

売上高

経常

利益率

(％)

損益

分岐

点

比率

(％)

生産性(月／人)

平均

従事

員数

(人)

人件費

(千円)

労働

分配率

(％)

その他

の

固定費

(千円)

1人

当り

売上高

(千円)

1人

当り

限界

利益

(千円)

1人

当り

人件費

(千円)

● 小 売 業

5861 菓子小売業（製造小売） 18 29.5 358,192 106.2 66.8 121,715 50.9 100,209 17,215 4.8 92.8 785 524 267 38.0

☆下例のシミュレーションでは32.0（％）となっている。【(43,200-変動費)/43,200=0.32】
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●
比較的小資本で開業できるが、十分な技術を身につけるには長期間の修業が必要となるなどの特性がある。菓子類の国内需要に

減少傾向がうかがわれ、商品・サービス・店舗の差別化がとくに重要になっている。

●
「オリジナル商品の開発」「新サービス」「特徴ある店舗デザイン」などが繁盛店の成功ポイントになっており、とくに、消費者

ニーズに対応した新商品を次々に投入していく経営努力が求められる。

●旬の素材を取り入れるなど、季節感を重視した商品作りなどによりリピーターを確保することが求められる。

１．起業にあたって必要な手続き

洋・和菓子製造販売業の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請する。また、食品衛生法では、各店に

１人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられている。

食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要である。資格者がいない場合、保健所が実施する食

品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できる。

一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は

社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事

務所にて手続きをする。

２．起業にあたっての留意点・準備

１）立地条件

洋・和菓子製造販売店には、洋菓子と和菓子をそれぞれ単独で取り扱う、洋菓子と和菓子を取り扱う、洋菓子とパンを取り扱

う、喫茶店・レストランを併設するなど、いくつかの業態がある。

周辺の世帯数とその構成、道路・交通機関の状況、顧客吸引力のある施設の有無（スーパーや商店街、会社や公共施設など）、

地域開発の予定、競合状況などから、慎重に立地の可否を判断する必要がある。

２）営業上の留意点

店舗コンセプト

洋・和菓子製造販売店には、洋菓子と和菓子をそれぞれ単独で取り扱う、洋菓子と和菓子を取り扱う、洋菓子とパンを取り

扱う、喫茶店・レストランを併設するなど、いくつかの業態がある。

経営者の希望だけではなく、どのような顧客を対象に、どのような商品やサービスを提供するのかを明確にし、立地調査の

結果を踏まえて業態を考える必要がある。複合店では、相乗効果やイメージアップが期待できる反面、片手間的な経営で経

営効率を悪化させている場合も少なくない。本業に悪影響を及ばさず、相乗効果を見込めるかどうかを慎重に検討すること

が必要である。

人材確保

製造技術者の確保には、職人を雇用する、専門学校で基本的な技術を修得して経験を積みながら技術力を高めていく、など

の方法があるが、実際には確保が難しい場合もある。フランチャイズ・チェーン（ＦＣ）に加盟するなどして、まず販売店

として開業し、後に技術者を確保するなどもひとつの方法である。

また、販売員の接客態度が悪ければ、店舗が顧客に支持されることは難しい。清潔さ、礼儀正しさ、商品知識などを重視し

た販売員の教育も重要である。

情報収集

洋・和菓子製造販売店では、オリジナル商品がその成功を大きく左右する。商品開発のために、同業者組合への参加や業界

雑誌の購読などを通じて、消費者ニー ズや業界動向の把握に努めることが重要である。また、仕入れについても常に情報

を集め、安価で良質な材料を仕入れる努力が必要である

顧客サービス

顧客の開拓のために、会員制によるケーキの宅配サービス、予約制度の導入、贈答用など目的別の商品提案など、積極的な

顧客サービスを検討する必要もある。



３. 必要資金例

店舗面積30坪の洋菓子製造販売店を出店する際の必要資金例

（単位：千円）

項目 初期投資額

設備工事費・
什器備品費等

内外装工事費 4,000

厨房設備工事費 1,000

機械設備費（空調設備、レジなど） 1,000

什器・備品費 1,000

付帯設備工事費、その他 250

その他 500

小計 7,750

開業費 広告宣伝費 300

アルバイト募集費 150

開業前人件費 500

開業前賃借料 300

その他 550

小計 1,800

総計 9,550

※厨房設備は、ミキサー、オーブン、冷蔵庫、冷凍庫、作業台（マーブル台）、整形器、など物件取得費は含まない

４．ビジネスプラン策定例

１）売上計画例

年間営業日数 300日

客数／日 120人

平均客単価 1,200円

年商 4,320万円

平均日商 144,000円

２）損益計算のシミュレーション

（単位：千円）

☆このシミュレーションでは「限界利益率」＝ 32.0（％）となっている。【 (43,200-変動費)/43,200=0.32 】

※人件費：社員２名、アルバイト２名

売上計画やシミュレーション数値などにつきましては、出店状況によって異なります。

また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。

年間増加率 変動費率 初年度 2年度 3年度 4年度 5年度

売上高 3.0% 43,200 44,496 45,831 47,206 48,622

製造原価 25,056 25,808 26,582 27,379 28,201

材料費 35.0% 15,120 15,574 16,041 16,522 17,018

人件費 18.0% 7,776 8,009 8,250 8,497 8,752

水道光熱費 4.0% 1,728 1,780 1,833 1,888 1,945

その他 1.0% 432 445 458 472 486

売上総利益 18,144 18,688 19,249 19,826 20,421

営業費計 15,348 13,642 13,841 14,046 14,256

人件費 2.0% 3,224 3,288 3,354 3,421 3,490

地代家賃 0.0% 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

販売促進費 1.0% 432 445 458 472 486

水道光熱費 1.5% 648 667 687 708 729

その他経費 7.5% 3,240 3,337 3,437 3,540 3,647

初期投資括計上分 1,900 - - - -

減価償却費 504 504 504 504 504

営業利益 2,796 5,046 5,408 5,780 6,165

営業利益率 6.5% 11.3% 11.8% 12.2% 12.7%



４．変動費と固定費

費用は「固定費」と「変動費」とに分けることができる。

「変動費」は売上に（ほぼ）比例して増加するが、「固定費」は売上に関係なくかかる（仮に売上がゼロでも固定費はかかる）。

売上で固定費をカバーして初めて利益が計上できる。

変動費には、例えば、原材料費、仕入原価、外注費などが該当する。

一方、固定費の代表は人件費（厳密には歩合給等は変動費とみなされる）である。

その他に事業を営むための設備関係の費用、例えば減価償却費、リース料、不動産賃借料や、支払金利など多くの費目が含まれる。

売上からそれに要する変動費を差し引いたものは限界利益と呼ばれる。

５．損益分岐点を下げるには

損益分岐点を下げて、不況耐久力を増すには、いくつかの方策がある。

一つは、限界利益率を上げること、言い換えれば変動費（変動費率）を下げることである。具体的には、材料費、物流費の削減などが

これに該当する。

もう一つは、固定費を削減することである。具体的には、正社員を減らし、パートタイム・アルバイト、派遣社員などのより弾力的な

雇用への切替え、外注、アウトソーシングなどがこれに相当する。また、遊休化して稼働率の極端に低い設備の除却もこれに当たる。

一時的に除却損が発生するが、中長期的には損益分岐点を下げる効果がある。このように固定費の削減には、事業構造の見直し（リス

トラクチャー）が欠かせない。

６．直接労務費は変動費として扱うか

■変動費と固定費とは何でしょう

生産量・販売量に比例して増減する原価か否かで、変動費と固定費を区分します。材料費・外注費は代表的な変動費ですが、労務

費・製造経費の加工費にも変動加工費と固定加工費があります。この定義から「修繕費は、消耗品費は・・・どっち？」と考えるの

ですが、直接労務費がいつも議論になります。直接労務費＝作業人員のイメージがあって、仕事の増減に比例して自由に人員を増減

することができないと考えるからでしょうか。

多くの日本企業では終身雇用を前提に直接労務費を固定費としてきましたが、最近では変動費と考える企業が多くなりました。

それは、派遣やパートなどの雇用形態の変化もありますが、それとは別に直接労務費は変動費、否むしろ変動費としていかなれけれ

ばならないのです。それは変動費と固定費に分ける目的から考える必要があります。

■変動費と固定費を分ける目的から考えよう

目的の第１は適正な売価決定です。売価からは、材料・外注費などの変動費は短期に回収して支払いに当て、減価償却費などの固

定費は長期的に回収するという順番があります。つまり売上高から変動費を回収した残りの限界利益から固定費を回収するのです。

そこで、時として限界利益が黒字であれば営業利益は赤字でも値引きに応じることがあります。このときでも直接労務費は生産すれ

ばかかる変動費として短期に回収したいのです。

目的の第２は改善を経営成果に結びつけることです。改善して時間短縮になっても直接労務費が減らなければ意味がなく、仕事

量が減れば直接労務費も減るように管理したいのです。コストダウン目的で内製している仕事を外製するときも同じです。外製して

増える支払い以上に社内原価が安くならなければ意味がないので、それに匹敵する直接労務費は変動費として低減すると考えます。

目的の第３は操業度を調整して負荷＝能力とすることです

２の目的を拡大して考えると、工場全体の仕事量・負荷が減れば能力もそれに合わせて縮小するアクションを打ちます。負荷が

増えたときは、残業、休出、人員増などで能力を増やしますが、減った時はその逆のアクションを打つのが当然です。すると直接

労務費は生産量に比例して増減する変動費になります。

■直接労務費を固定費と考えると売上至上主義になる

直接労務費が両者のいずれかによって、製造原価に占める変動費・固定費の比率が違います。図１上の直接労務費を変動費とし

たときは、倍売ると１個あたりの４０円の変動費が８０円に、固定費の６０円と合わせると１４０円の原価で、６０円の利益が出ま

す。

ところが、図１下の直接労務費を固定費にすると、倍売れば売上高に匹敵する１００円の利益が出るので、４０円(１個２０円)

の値引きをしても図１上と同じ利益が出ます。勢い売上数量を増やした方が得策と考え薄利多売に走りがちです。本当にこれでよい

でしょうか。販売数・生産数が増えれば能力不足になり、残業や人員を増やさすので、やはり直接労務費は変動費と考えないと予

定した利益を上げることはできないのです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/減価償却
http://ja.wikipedia.org/wiki/リース
http://ja.wikipedia.org/wiki/限界利益
http://ja.wikipedia.org/wiki/派遣社員
http://ja.wikipedia.org/wiki/アウトソーシング


こうして、図２に示す外注・在庫の負荷調整、および人員・日数・残業の能力調整手段を使って、負荷工数＝能力工数の状態を

作り出します。いくつもある調整手段を駆使してコストの安いアクションを優先すれば直接労務費は変動費になります。

図１ 直接労務費を変動費か固定費かにしたときの利益図表(材料費はなしとする)

総原価

販売価格＝製造原価＋販売費・一般管理費＋利益

（ 変動費 ） （ 固定費 ）

40 + 60 = 100

0 + 100 = 100

図２ 負荷と能力の調整アクション



７．限界利益があれば赤字受注してよい

「赤字受注はするな」と言っていた営業部長が「赤字でも受注してよい」と言い始めたのは、このコラムを読んでからのことです。

赤字とは利益がマイナスのことですが、営業利益と限界利益は意味が違います。一般に赤字と言うと、売上高－（売上原価＋販

売費・一般管理費）＝営業利益がマイナスのことですが、売上高―変動費＝限界利益が大事です。原価の中には生産・販売量に比

例して増減する変動費と比例しない固定費があり、受注したときに増えるのは売上と変動費だけで固定費は受注可否に関係なく一

定です。すると、受注して増える利益は限界利益増分になります。そこで、受注可否の判定は限界利益で行えばよいことになり、

営業利益が赤字であっても、限界利益が赤字でない限り受注してよいのです。

何か狐につままれたようですが、製品１個の売値：２００円、変動費：１００円、固定費：４００円のときの下記利益図表で説

明しましょう。図１は現在３個 売れている時で、営業利益は－１００円の赤字です。この赤字製品に受注がきて、計４個売れたと

きが図２で、営業利益は±０円になりました。さらに受注がきて、計５個売れたときが図３で、営業利益は＋１００円で黒字になり

ました。このように限界利益の増加分に相当する営業利益が増えていることがわかります。

そこで、営業部長が「赤字でも受注してよい」と言ったのですが、正確に言うと「営業利益は赤字でも、限界利益が黒字なら受

注してよい」ことになります。 ただし、限界利益が赤字の製品は絶対ダメです。出血大サービスとは限界利益がマイナスのことで、

出血を放っておくと命にかかわるので、早速治療しましょう。

次のような商品があります。

見積限界原価 65円＝材料費50円＋変動加工費15円

見積製造原価 80円＝65円＋固定加工費15円

見積総原価 97円＝80円＋販売費・一般管理費17円

（ここでは販売費・一般管理費はすべて固定費）

基準販売価格 100円＝97円＋営業利益3円

この商品に対し、顧客から70円の指値をされました。受注すべきでしょうか、それとも断りますか。

正解は、受注すべきであるです。

http://www.mejapan.com/key/key.html#え
http://www.mejapan.com/key/key-ka.html#け
http://www.mejapan.com/key/key.html#う
http://www.mejapan.com/key/key-ha.html
http://www.mejapan.com/key/key-ha.html#ヘンドウヒ


70円の受注価格であれば粗利益はマイナスですが、限界利益はプラスです。

受注すれば固定費の一部（70円－65円＝5円）は回収されます。

しかし断れば固定費の5円は回収されません。

したがって、限界利益がプラスであれば受注してもよいのです。

正解できましたか？

『TKC 経営指標（BAST）』速報版

（平成26年1月決算～平成26年3月決算）

http://www.tkc.jp/clientcompany/bast/

８．損益計算書の見るべきポイント

損益計算書で言うなら、お尻から追いかけて行った方がいいかもしれません。当期純利益から法人税等を差し引く前の利益が、

税引前当期純利益です。

http://www.tkc.jp/clientcompany/bast/


売上高（何をいくら売っているのだろう） Ａ

売上原価 Ｂ

売上総利益（いわゆる粗利） Ｃ（Ａ－Ｂ）

販売費及び一般管理費（どんな経費を使っているのだろう） Ｄ

営業利益（ここがポイント！ 会社の本業の利益） Ｅ（Ｃ－Ｄ）

営業外収益 Ｆ

営業外費用（銀行借入金の利子等） Ｇ

経常利益（会社の本当の実力） Ｈ（Ｅ＋Ｆ－Ｇ）

特別利益 Ｉ

特別損失（固定資産の売却損や前年度の経理の間違い等） Ｊ

税引前当期利益 Ｋ（Ｈ＋Ｉ－Ｊ）

法人税等 Ｌ

税引後当期純利益（最終的な会社の利益） Ｍ（Ｋ－Ｌ）

ただ、当期純利益や税引前当期純利益だけを見ていては、経営の問題点は、はっきりしてきません。

当期純利益や税引前当期純利益には固定資産の売却益などの臨時的に発生した損益も含まれてしまうからです。

税引前当期純利益の上の方に、経常利益という項目があります。

経常利益とは「毎期繰り返す事業活動の結果の利益」です。本業の儲けと受取利息や支払利息といった財務活動などの損益

を含めた結果です。金融機関や外部の人があなたの会社を評価するには、まず経常利益を見ます。会社の健康診断をする上で

も、この経常利益がとても大事な数字となります。

注意しなくてはいけないのが、当期利益が黒字でも、経常利益が赤字、もしくは、利益がほとんど出ていない会社です。

つまり、本業以外の臨時的な収益で黒字になっていることを意味します。臨時的な収益がなくなれば、たちまち会社に経営危

機が訪れます。当期利益が黒字でも、喜んではいられません。これとは逆に、当期純利益が赤字でも経常利益が黒字になって

いる会社があります。経営再建中の会社によくある傾向です。稼働率の悪い設備を廃棄処分して、より効率の良い経営を目指

していくような事例であれば、当期純利益が赤字でも、来期以降に期待が出来ます。単に当期純利益が赤字か黒字かで判断す

ると、問題の本質が見えなくなるという好例です。

経常利益の上にあるのが、営業利益です。営業利益とは、会社が本業で得た利益のことです。注意しなくてはいけないのが、

経常利益は黒字でも、営業利益が赤字だという会社です。

この場合、本業の赤字を雑収入などの収益で補填していることを意味します。本業が不振になっている原因を探らないと、

いずれ経営危機が訪れます。

これとは逆に、経常利益は赤字でも、営業利益が黒字だという会社もあります。金利負担が重すぎることが主な原因です。

とはいえ、本業は儲かっているのですから手のほどこしようはあります。粘り強く金融機関と交渉し、理解を得ながら本業に

邁進していくことです。そして、最後に売上総利益があります。これは俗にいう「粗利益（あらりえき）」と呼ばれるものです。

製品・商品の売上高から、その製造・仕入にかかった費用を差し引いた本業で得た利益の骨格部分で す。

本業による利益の骨格部分ですから、ここを伸ばしていかないと儲かる会社にはなりません。

以上の事から「お尻の方から見ていく」という意味がお分かりいただけたでしょうか。

損益計算書の当期純利益だけを見ていると、木を見て森を見ずということになってしまいかねないのです。

９．損益計算書で重要なポイント

１．粗利率（売上総利益率）・原価率

まず最初に押さえておくべきことは、自社の粗利率（売上総利益率）・原価率です。自分の会社の粗利率・原価率はいくら

か、それは同業他社に比して高いのか、低いのか、前年度と比較して良くなっているのか、等々の検証・分析です。中小企業

では付加価値＝売上総利益とも言えますので、社員の創意工夫の成果を図る大事な指標と言えます。



地域・業種にもよりますが、１人当たりの売上総利益が８００万円を切ったら要注意です。８００万円の売上総利益から家賃等の
経費と人件費を支払うのですから、人件費が５０％としても、４００万円しか予算がありません。

間違った経営者や社員は４００万円が全額給与とよく勘違いしますが、人件費は、給与＋賞与＋退職金＋社会保険料の会社負担
分＋労働保険料＋通勤費等がすべて含まれます。

４００万円のうち社員が給与で貰えるのは良くて３００万円です。賞与夏冬１カ月としても、月の給与は２１万円が平均給与と
なります。これでは良い人材も、集まりようがありません。１人当たりの売上総利益は１千万円が必要と理解していただけました
でしょうか？それには売上総利益を上げるか、社員を減らすかの選択が問われます。

４．経費額上位３つが７５％以内に収まっているか否か

業種によって異なりますが、経費の上位３つの科目の合計が７５％以内かどうかを検証してください。

例えば、飲食・小売であれば、原価率＋人件費率＋地代家賃率の３つの比の合計が７５％以内であれば、おおむね経常利益が
２％前後で黒字経営が可能です。 原価率３０％、地代家賃１０％、人件費率３５％という具合です。自社の原価率と人件費率が
予測できれば、地代家賃にかけられる比率も決まり、店舗出店計画の是非の判断材料にもなります。１０％が精いっぱいの地代家
賃率であれば、地代家賃の１０倍の売上が可能か否かが出店是非の判断となります。

１０．決算書を理解するためにオススメのサイト

「決算書がわかる・読める・使える! 「決算すっきりシート®」の決算書.com へようこそ!」

http://www.kessansho.com/

ここでは決算書に関する知識を、基礎から実務で役立つレベルまで丁寧に解説します。

短時間で会社経営に必要な決算書のポイントを押さえることができます。

 基本的な情報を知る 決算書の基礎となる8つのポイント

 儲かる仕組みについて知る 損益計算書の極意

 資金繰りの仕組みについて知る キャッシュフロー計算書の極意

 つぶれない仕組みについて知る 貸借対照表の極意

3つの指標で簡単決算書診断「決算すっきりシート」

会社の健康状態がすっきりわかる

「小さい会社の上手な経理」

https://www.tabisland.ne.jp/smb-keiri/index.htm

●売上総利益÷売上高×１００＝売上総利益率

●原価÷売上高×１００＝原価率

●原価率＋売上総利益率＝１００％

２．経常利益率

これは、突発的なことがない場合の会社の事業全体での儲けの割合をみる指標です。最低２％は確保しないといけません。

●経常利益÷売上高×１００＝経常利益率

３．１人当たりの売上総利益額

●売上総利益÷社員＝１人当たりの売上総利益額

※パート・アルバイトについては、年間パート等支払総額÷社員平均支払額で社員数に換算します。

http://www.kessansho.com/
http://www.kessansho.com/general/study/01_01.html
http://www.kessansho.com/general/study/02_01.html
http://www.kessansho.com/general/study/03_01.html
http://www.kessansho.com/general/study/04_01.html


変動損益計算書

（単位：○○円）

項目 金額 対売上高比率

売上高 500.0 100.0%

変
動
費

仕入 250.0 50.0%

外注加工費 50.0 10.0%

雑給 10.0 2.0%

変動費計 310.0 62.0%

限界利益（付加価値） 190.0 38.0%

固
定
費

人件費 50.0 10.0%

地代家賃 30.0 6.0%

水道光熱費 10.0 2.0%

支払利息 2.0 0.4%

固定費計 92.0 18.4%

経常利益 98.0 19.6%


