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P1

左の画面で社名・事業年度を
入力し【Main Menu】ボタン
をクリックします。メインメ
ニュー画面が開きます。

【経営戦略】ボタンをクリック
して下の画面を開きます。

下はオープン時の画面です

①

②



P2

前頁MENUの①【前期実績・当期計画】ボタンで［Ａ］画面が、
②【当期予測・当期実績】ボタンで下の［Ｂ］画面が開きます。

①

Ａ

使い方のポイント
①の増減率欄に増減率を入力して【実行】ボタンをクリックすると、
前期売上高に増減率を乗じて計画売上高を計算します。
②の増減率欄に増減率を入力して【実行】ボタンをクリックすると、
前期売上高に増減率を乗じて予測売上高を計算します。
その数値は上書きすることができます。最初から計画売上高・予測
売上高を手入力しても構いません。

B

②

このソフトでの「動向」とは、売上高の前期実績と当期実績との
対比から自動的に計算された数値です。当期実績が3か月を
超えないと計算しません。
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MENUの【損益分岐点売上高】ボタンをクリックすると下の画面が開きます。

使い方ポイント
１．変動費率・固定費を入力すると損益分岐点売上高図表を表示します。
目標利益を入力すると、目標達成売上高図表となります。

２．固定費は概算の入力で足りますが、【詳細データ入力】ボタンをクリック
して、詳細データの入力作業に入ることができます。

3.【予測】【動向】のボタンで売上の変化を見ます。

D

「動向売上高」は前期実績と
当期実績を対比し、当期実績
の延長線を予測した売上高
です。【詳細】ボタンは売上高
表の数値を詳細に表示します。

【売上動向】ボタンで動向線を表示

（【Ｃ】ボタンで消去）

着眼点：何月に目標を達成するかを予測する



>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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前頁の【固定費詳細データ】ボタンでこの画面を開く。
１．上段は計画又は予測で、下段は実績です。
２．下段画面では「販管費計」を入力し「その他」を計算
表示しますが、【内訳優先】ボタンでは、「その他」を
データ入力し、「販管費計」を計算表示します。

３．【以下同額の入力（【R】）】は下方向へ同一金額を
一括入力します（上段に限ります）。

【人件費明細】ボタン・【製造
関係】ボタンでこれらの画面
が開きます。

「長期の借入金・未払金等の返済」データを入力
する部分が上の画面の右側にあります。
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MENUの【売上予測グラフ】ボタンをクリックすると下の画面が開きます。

①

[Ａ]画面について
・①の【Ｃ・Ｒ（計画）】ボタンで売上計画線がグラフに追加表示されます。このボタン
を再びクリックすると線は消えて元の状態に戻ります。
・②の【Ｃ・Ｒ(動向）】ボタンは売上の動向線を表示させたり、消したりします。
・③の【累計グラフ】ボタンをクリックすると、累計グラフ線の[Ｂ]画面に移動します。
・④のボタンは実績線が予測線と繋がっていない時に繋げるためのボタンです。
[Ｂ]画面について

あ[変動費率]欄・い[固定費]欄・う[目標利益]欄へ入力することにより損益分岐点
売上高線や目標利益達成売上高線が表示されます。

A

B

①

③

②

④

あ い う

売上Ｚグラフの説明は上の説明と同様です。

画面上の【？】ボタンでも説明されています。
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試算表から当期の実績値を
取込んでください

ポイント
借入金等の返済実績は【固定費等管理(入力用）】ボタンで開いた画面で
入力し、返済予定は［Ｂ］画面で入力します。

Ｂ

Ａ
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以上のｷｬｯｼｭﾌﾛｰは大局を把握するおおよその数値やグラフです。

【固定費等管理・・・】ボタンをクリックして人件費に関するデータを入力します。
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１．従業員数を入力します。

２．【累計グラフ】で推移を確認

前頁後半にある【グラフを開く】ボタンで下の画面が開きます。
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ＭＥＮＵの【借入金計画】ボタンをクリックして下の画面を開きます。

上のリストに案件毎に銀行名・案件内容等を登録します。
リストの中から、予定表を作成する案件を選択し、【選択】ボタン
をクリックします。予定表が開きます。予定表では借入金残高や
返済元金月額等を登録します。

上の2つのボタンは
１．【返済予定表の作成】ボタンで下の「借入金案件リスト」を開きます。
リストで案件を選択し次頁上段の画面を開きます。

２．【借入金集計表】ボタンで次頁下段の「長期借入金明細書」を開きます。
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使用ポイント
１．第１行目に借入年月日と新規借入金元金を入力します。

借入金の返済途中から開始する時は、第１行目に予定表
作成開始の年月日、及び借入金残高を入力します。

２．第２行目に借入金の返済開始日と金利率、当初の返済日
数、返済元金月額等を入力します。（新規借入の場合は
当初返済日数や返済元金が次月以降と違う場合が多い）。

３．第２月目にも返済元金等を入力します。【算式復旧】ボ
タンで第3月目以降を自動計算します。途中で返済元金
月額や金利率が変わった時は上書き又は別案件とする。
再度、【算式復旧】ボタンをクリックすると、上書きデ
ータは元に戻ってしまうのでご注意ください。

月末払いはチェックする

①

第１法
１．作成開始の西暦年月を入力して、【指定期間作表】ボタンをクリッ
クします。

２．別途作成した返済予定表のデータをこの表に取込みます。
第2法
１．【当期作表】ボタンをクリックします。
２．当期の年月が表示された表が開きますからデータを手入力します。
３．過去に作表している場合には、１の作業を省略して【前回値】ボタン
をクリックしますが、既に画面上にデータが存在する場合には全て
消去されますのでご注意ください。
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使用ポイント

１．過去7年間の入力を推奨しますが状況により2年間でも3年間でも構いません。

２．過去データを入力したら【当期以降自動計算】ボタンで当期以降を自動入力し

ます。その上で上書き修正します。

３．経営計画を行っている場合は、そのデータを取込むのが最良です。

このグラフを開いた時は「総利益率線」「売上原価率線」が表示されています。
１．【限界利益率・固定費率】ボタンをクリックすると、「総利益率」は「限界利益

率」に、「売上原価率」は「変動費率」に内容が変わります。
２．【経常利益率】【労働分配率】等のボタンをクリックすれば、それぞれの線が追

加されます。複数の線の追加もできます。【Ｃ】ボタンで線は消えます。
※線が多くなると、見づらくなりますから、適宜、ボタンを使い分けてください。

MENUの【収益力と体力】ボタンをクリックして下の画面を開きます。
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前頁上段の画面にある【体力診断】ボタンをクリックして下の画面を開きます。

下のグラフは17個のボタンを使って17通りに変化します。

【経営効率】では「総資本経常利益率」・「総資本回転率」、

【資金繰り】では「流動比率」・「固定比率」などをグラフ化します。

「 負債 」は

「 流動負債

＋固定負債

＋長期引当金 」

で計算します
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リストに社員名を登録します。
リストから社員を選択して【選択】ボタン
をクリック します。下の画面が開きます。

１．必要事項を入力したら、必ず【登録】ボタンをクリックします。

２．「計画」欄・「予測」欄は最初に全て登録します。

３．【Ｒ】はリピートボタンで、或るセルの数値を選択してクリック

すると、その数値を次行以下、下方向に一括入力します。

４．計画の④変動費は、 「Ｖ率（変動費率）」欄に変動費率を入

力して計算表示させますが、「置換え」欄を使い上書きに代

えます。実績値はその都度、「実績欄」に入力します。

MENUの【社員別の売上計画】ボタンをクリックして下の画面が開きます。
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前頁の入力画面の【グラフ】ボタンでグラフ画面が開きます。

・【売上計画線】ボタンで売上の計画線を追加します。
・【月額表示】ボタン「累計表示」から「月額表示」に変わります。
但し、グラフは累計表示のままです。

・【実績売上順】・【達成率順】ボタンで順位が変わります。
上の例では【限界利益順】ボタンをクリックした状態です。
・【印刷】ボタンで印刷する帳票には罫線が入ります。



P15

「商品別売上」の使用要領は「社員別売上」とほぼ同じです（給与等の項目がない）。
ただ、「商品別売上」には以下の商品別売上の損益分岐点売上高図表があります。

上の図表につき説明します。
「変動費率」は73％です。「負荷固定費」は2,000千円、「目標利益」も2,000千円
です。商品の販売価格は１個2,200円です。この場合、目標利益を達成するに必
要な販売個数は6,735個です。ところが、販売見込数は4,000個です。4,000個の
販売では376千円しか利益が出ません。不足の2,735個の販売について対策が
必要となります。

「変動費率」欄に、その商品の変動費率を入力します。
「負荷固定費」欄へは、その商品に負担させたい「販管費（販売費及び一般管理費）」を
入力します。
「負荷固定費」欄へ入力する数値はやや考えさせられます。
商品によっては、開発費・研究費等が考えられますが、その商品に幾らの「販管費」を負
担させるかなど、適宜、工夫してください。
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MENUの【当期の経営計画】
ボタンをクリックして左の画面が

開きます。

左の【利益計画書】ボタンで

下の画面が開きます。

下の[Ｂ]表の後部に[Ｃ]表が

続きます。

「売上実績」は必ず、次頁の売上

高入力専用画面で入力してくだ

さい。専用画面は「勘定科目」名

の右端の 「□」 ボタンをクリックし

て開きます。

① ② ③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①【連続入力（右へ】ボタンは或るセルを選択状態にしてクリックすると、そのセルに

入力した数値を右方向の全セルに入力します（決算を除く）。

②【月初棚卸高再計算】ボタンは棚卸高の欄に数値を入力した時にクリックするよう

にしてください。

③のボタンは「計画対実績表」を当月・累計・年間別に一覧表示します。

④～⑥のボタンは売上表・仕入表・経費表を開きます。あくまでも便宜的な表で、売

上高を顧客別・商品別等に集計して利用します。

⑦のボタンで開いた画面（4頁）で販管費等のデータを入力します。

⑧【指定月の損益分岐点】ボタンはやや複雑ですが，貴重な図表が得られます。

損益分岐点図表は3頁の図表と同じですが、3頁の図表が年間図表であるのに

こちらの図表は当月分の図表や期首から当月までの累計図表として表示します。

⑧のボタンの上にある 〔当月・累計〕 から「当月」を選択し、例えば3月の列を選

択状態にして⑧【指定月の損益分岐点】ボタンをクリックすると3月分だけの図表

が得られます。「累計」を選択して同じ操作をすると、期首から3月までの合計に

基づいた図表が得られます。

変動費率は「当月」の場合は年平均値を、「累計」の場合は期間平均値を採用

していますので、不都合がある場合は適宜、補正してください。

〔Ａ〕

〔Ｂ〕

〔Ｃ〕
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「計画年額」欄（あ）に計画値を記入して、①のボタン
をクリックします。計画欄に計算結果が取込まれます。
計算表示された数値は上書きできます。「予測年額」
もまた要領は同じです。
②のボタンをクリックして画面の「実績」「予測」の値を
利益計画書に送ります。

①

②

②

あ
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前々頁の「 利益計画 」の画面で右方向にスライドすると【経営情報グラフ】ボタンがあります。
そのボタンで下のグラフ画面が開きます。

【変動費】【固定費】等のボタンをクリックすると、変動費線・固定費線等を追加表示し
ます。【Ｃ】ボタンで追加線を消去します。
【累計gf】ボタンで下の累計グラフ画面を表示します。「累計グラフ」画面の【月額gf】ボ
タンで月額グラフに戻ります。
【Ｖ+Ｆ】ボタンは「変動費+固定費」の線を追加表示します。
【前期売上】ボタンは前期売上線のほか、選択により前期利益線を追加表示します。
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16頁の〔Ｂ〕画面にある【資金計画書】ボタンで下の画面が開きます。

「①試算表の数値」は試算表の金額を記入します。「②資金計画書の数値」は何月分か
を指定して「Ａ」の【データ読込】ボタンをクリックすると、 資金計画書から、その月の「入
金合計」「出金合計」を取込ます。そこで試算表との差異 を自動計算します。その差異
を「Ｂ」のボタンで資金計画書に送り、 資金計画書との差異を調整します。

資金計画書の【資金調整】ボタンで下の画面が開きます。

「Ａ」

「Ｂ」
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資金計画書の 「 売掛代金 回収高 」 の右にある【■】ボタンをクリックすると
下の画面が開きます。

使用ポイント
１．"あ"の「期首売掛高（残高）」 ・"い"の「期首受手高（期首受取手形残高）」欄
に残高を入力します。

２．"う"の「 回収計画年額 」欄・"え"の「 △△か月後回収 」欄・"お"の「 現金売
上率 」欄に数値を入力して、"え"の脇にある「■」ボタンをクリックします。

３．”え”の「 △△か月後回収 」欄へは翌月回収は１を、翌々月回収は２をのよう
に入力します。

４．”う”の 「 回収計画年額 」は 「 当期売上の当月回収 」 以外は"か"の「 売上
代金回収額 」とは一致しません。回収月のズレによるものです。２ヶ月後回収
の場合、期首から２か月までの回収額を外し、翌期に入っての２か月分の回
収額を加えると一致します。

あ

い

う

え
お

か
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第2期以降で手入力して失われた算式は【 計算復

旧・・・】ボタンで復旧します。計算復旧ボタン

を押すと「元に戻っては困る他の上書きデータ」

まで戻ってしまいます。それを防ぐには左側欄外

の点線枠内に「9」の数値を入力します。

「法人税等」の右にある□ボタンをクリック

すると点線枠内 の「9」の入力に拘わらず①

の税率に基づき税額を計算します。①の税率

入力がない場合は40％で計算します。

①

１頁の【中期の経営計画】ボタンをクリックして下の画面を求めます。
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前頁と同様、１頁の【中期の経営計画】ボタンをクリックして下の画面を求めます。

【計算復旧】ボタンをクリックすると対売上高比
率などを使って計算し作表します。単なる目安
の数値です。この数値を参考に計画数値を上
書き していきます。
左側欄外の点線枠内に「9」を入力すると上書
きした数値は計算復旧ボタンをクリックしても
計算対象から外されます。

この辺りの数値は手で入力してください
計算の自動入力はしません

この辺りの数値は手で入力してください
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