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左はソフトの立ち上がり画面です

【Sepiaの先見経営】ボタンで
下の画面が開きます

このソフトでは多くの図表画面で【変動費】【固定費】【人件費】などのボタンが
配置されています。これらのボタンはグラフに変動費線や固定費線などを追加表示
させるためのボタンです。追加した線を消去するには、これらのボタンの右脇にあ
る【□】ボタンをクリックします。
図表には「対前期予測売上増減率」「予測変動費率」などの入力欄があります。
その欄に予測数値を入力し【実行】ボタンをクリックすると、それに応じた数値が
図表に計算表示されます。【元へ】ボタン(又は［C］ボタン）で元に戻ります。
グラフでは予測売上高線と実績売上高線が別に表示されることがあります。それを
「実績+予測」線にまとめるには【実績売上で予測上書き】ボタンをクリックします。
2頁から8頁の図表は部門別でも全く同じように使われています。
ボタン名は便宜上、正規の名前を省略しています。
説明書とは別に画面でも説明してる所があります。グリーンの小さな■ボタンを押
すと説明が出てきます。

※説明書の中の図表の数値はイメージです。また帳票間の数値は関連がありません。

上はメインメニューです。

「経営情報」は財務会計諸表とは視点を変え、複雑になりがちな帳

票を単純化し、視覚化し、試算表とも連携しながらより経営に役

立つシステムを志向しています。

メインメニューです
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売上高や経費などの社長の今後のヨミを常時入力し、明日はどうなる、どうすべきか
を考えるための図表です。この図表は試算表の数値で上書き修正します。この図表は
謂わば芯柱であり、この表と多くの図表が連携し、総合力を高めます。多忙な社長に
は、この芯柱を処理され、これを取巻く多くの図表はスタッフや士業事務所に任せれ
ば楽して効果は大です。上の図表は月額表ですが、【累計グラフ】ボタンで下の図表
のように累計で表示することが出来ます。
【分岐図表】ボタンは「項目／月」欄の該当月を選択状態にしてからクリックします。
【第一群】【第二群】のボタンで次頁の画面が開きます。

メインメニューの【経営情報】ボタンで下の図表画面が開きます。
(以下「経営情報画面」と言います）
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前頁の【第一群】ボタンで上の画面が開きます。
上の画面のボタンは本来は前頁の基本画面に置かれるものですが、
重要ながら使用頻度が低いので、こちらに移設されました。
基本画面には使用頻度の高いものだけを置き作業効率を高めています。

前頁の【第二群】ボタンで上の画面が開きます。
上の画面のボタンで開く画面は基本画面から開いた画面又は第一群のボタン
を押して開いた画面を経由して到達しますが、使用回数を重ねるうちに直行
した方が効率的な場合が有り、それに備えてのボタンです。

第一群ボタンです

第二群ボタンです
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2頁の【原価・販管費】ボタンをクリックすると下の表が開きます。
この表は2頁の「経営情報」の変動費の計算を補佐します。

3頁の第一群の【比較損益計算書】ボタンで上の表が開きますが、
事前に2頁の経営情報画面の【実績・予測の詳細】ボタンで開く予測表
でデータを入力しておく必要があります。（比較損益計算書の画面から
も「実績・予測の詳細」画面を開くことができます。）

原価計画の画面のデータを①②のボタンで経営情報画面に送ることができます。
【実績・予測表画面へ】ボタンで「実績・予測の詳細」画面へ移動します。
その画面で詳細なデータを入力した上で、この原価画面に戻り、詳細画面のデー
タを取込みます。

① ②
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3頁第一群の【7期間の推移】ボタンで下の表が開きます。
当期データ以外は手入力します。

2頁の「経営情報画面」の【Zグラフ】ボタンで下の表が開きます。
この表の応用グラフはメインメニューの【応用グラフ】の中にあります。



P6

「経営情報画面」の【分岐図表】ボタンで下の表が開きます。経営情報画面（2頁上
段）の「項目／月」の月表示の月を選択してからボタンをクリックします。その
月現在での図表を累計で表示します（ボタン名は「損益分岐点売上高図表」の略）。

上の画面にある【資金分析】ボタンで下の図表が開きます。（「資金分岐点
売上高図表」を略したボタン名となっています。）

以上の分岐点図表の応用グラフはメインメニューの【グラフ図表】の中にあります。
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3頁第一群の【売上計画】ボタンで下の画面が開きます。
「計画」と「予測」は当初は同額が通常ですが、時の経過とともに乖離して行く

のも通常です。
変動費は計画売上高に対応して計画しますが、予測売上高・実績売上高・固定
費・人件費は「経営情報画面」の金額をそのまま使っています。

３頁第一群の【営業CF】ボタンで下の営業キャッシュフロー画面が開きます。
この図表も「月額表示」と「累計表示」の2通りがあります。下の表は累計表示で
す。（「営業キャッシュフロー」を省略して【営業CF】としています。）
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①【利益計画書】ボタンで「利益計画書」の画面が開きます。
「あ」のセルに前期売上対比率（％）を入力します（増減率ではありません）。

前期売上高に「あ」の前期対比率を乗じて当期の予測売上高を計算します。
計算した予測売上高を取込む行を指定しなければなりません。その行を「い」
のセルに入力します。

「あ」「い」のセルに数値を入力して②の【売上の予測とする】ボタンをクリ
ックします。

「う」のセルに仕入の予測計算の基礎となる売上高の在る行の値を入力します。
売上高欄の右端にある「 1～10 」の数値を入力する事になります。
その売上高に対しての対比率（％）を「え」のセル入力します（増減率では
ありません）。1行目の売上高に対して30％を乗じた値を予測仕入高とした場
合は「う」のセルに「１」を「え」のセルに「30」を入力します。
計算した予測仕入高を仕入欄の上から2行目に取込む時は「お」のセルに「2」
を入力します。「う」「え」「お」 のセルに数値を入力して③の【仕入の予
測とする】ボタンをクリックします。 ③のボタンは材料仕入・外注費にも共
通して使います。「商品仕入」の下には「材料仕入」「外注費」 が続いてい
ます。更に「販管費」「営業外収費」「特別損益」が続いています。

「経営情報画面」の【実績・予測の詳細】ボタンで下の画面が開きます。
この表のデータを「経営情報画面」に送ることができます。

① あ い ②

う え お ③

この利益計画の画面で入力できるのは月初棚卸高と
月末棚卸高のみです。それ以外の科目のデータは
「実績・予測の詳細」画面のデータが来ます。
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経営戦略というには少々
大袈裟ですが、戦略のた
めの参考資料となればと
いうことで設計しました。

4頁の「売上原価」画面の【経営戦略】ボタンで下のシミュレーション用の画面
に入ることができます。

上の表の入力セルに数値を入力してシミュレーションしますが、
【原データの復元】ボタンで当初の数値に戻すことができます。

上の【経営戦略②】のボタ
ンで下の画面が開きます。
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メインメニューの【部門・部課別計画】ボタンで下の［Ａ］画面が開きます。

下の[Ｂ]画面のリストから一つを選択し①の【部門選択】ボタンをクリック
して下の②に部門コードと部門名を登録してから作業に入ります。

①

②

③の【部門別経営情報】ボタンをクリックすると部門別或いは部課別に
2頁～9頁の作業を行うことができます。

④の【部門別情報合算】で全部門の経営情報の合算を行います。（一部
対象外）

⑤の【指定月のＡＢＣ分析】は月指定をした上で指定月の又は指定月迄
の売上・利益等のＡＢＣ分析を行います。

⑥のボタンで部門別または部課別の中期5か年計画を行うことができます。
⑦【リスト追加・修正】ボタンをクリックして開いた画面で部門名又は部
課名を登録します。

⑦

③

④

⑤

⑥

[B]

[Ａ] 【部門・部課別計画】ボタンで
下の［Ｂ］画面が開きます。
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メインメニューの【資金繰り表】ボタンで下の画面が開きます。

月間・週間資金繰り表の年月欄に入力し【月間資金繰り表】ボタンを
クリックすると、下の画面が開きます。

中
間
省
略

【上旬】【中旬】【下旬】ボタンで画面をスライド
して該当期間の状況を表示します。

【代金回収】ボタンは回収管理専用の画面を開き、
詳細な回収内容を入力します。そのデータを日別
に集計してこの画面に取込みます。【代金決済】
ボタンも同じです。中旬の近くの上部に【 5日毎
に整理して表示する 】というボタンがあり、1か
月の資金繰り表を5日毎にまとめて一覧表にします。
その他のボタンについては週間資金繰り表と同じ
ですので次頁に譲ります。

【週間表】ボタンで次頁の「週間資金繰り表」へ
移動します。
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月間資金繰り表（前頁）の【週間表】ボタンで上の「週間資金繰り表」が開きます。
この画面の主要なボタンにつき説明します。
【切取り】と【貼付け】：例えば、5日に支払う予定が9日に変更になったような時、

5日の金額を選択状態にして【切取り】ボタンを押し、9日の移動先欄
を選択状態にして【貼付け】ボタンをクリックします。

（週がまたがっても可能です）
【売上代金回収】：17頁で説明します。
【仕入代金決済】：「売上代金回収」の説明に譲ります。
【経費等備考】：資金繰り表に電話料×××円と数本の電話料を合計して入力した

時に、各電話番号ごとの金額を記録しておきたいというような場合に
使います。こちらは「売上代金回収」のようにデータを日計計算して
資金繰り表に送るような事はしません。

【翌週→】：翌週の画面へスライドします。【←前週】：前週の画面へスライドし
ます。

【日別回収額内訳】：資金繰り表の売上代金回収額は原則として日計額で表示され
ます。その内訳を知りたい時、該当日を選択状態にして、このボタン
をクリックすると、その内容が分かります。

【売上】：「売上代金回収」を略しています。その月に回収した「売上代金回収額」
の全てを、この資金繰り表の右側に隣接させて表示します。

【仕入】【経費】：上の【売上】ボタンと同様です。（ボタン名は省略しています）
【前月摘要取込】：資金繰り表への摘要入力に前月の摘要登録を援用します。
【並替え】：摘要の位置を並替えます。その月の全ての週につき同時一括して並替

えます。

【備忘管理】ボタンは次頁
で説明します。

あ
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固定資産税や消費税のように毎月ではないが定期的な支払いを管理します。

この表は次のように使います。
３か月経過した所で 「1月～3月」を翌年の期間分としての処理に当てます。
それを明らかにするために『 □年 』の所を翌年の表示に切り替えます。
６か月経過した所で「1月～6月」を翌年の期間分としての処理に当てます。
それを明らかにするために『 □年 』を翌年の表示に切り替えます。
そのように順次、当年表から翌年表へと転換して行きます。
過去データは資金繰り表で管理してますので此処では重視しません。

【データを資金繰り表へ・・・】ボタンは実行中の月のデータを資金繰り表
へ送ります。
実行中でない月の資金繰り表へは送ることができません。
データ送付は一括して送ることはできません。個々にデータを送ってください。

前頁の【備忘管理】ボタンをクリックすると、下の画面へ移動します。
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12頁の画面にある【売上代金回収】ボタンで下の画面が開きます。

リ
ス
ト

①の【日計計算】ボタンをクリックすると、その週の回収額を集計して日計を「あ」
欄に表示します。この画面から戻る際には②の【資金繰り表へ回収データを送る】
ボタンでデータを資金繰り表へ送る（仕入代金決済画面等でボタン名は変わる）。
上の画面の「い」の回収内訳欄は日付順に入力する必要はありません。タイミング
を見て自動的に日付順に並べ替えています。
それでも気になる方は③の【日付順並替え】ボタンをクリックしてください。
④の【印刷準備】ボタンは印刷に必要なデータを整理し、その全部を印刷するか、
期間を限定して印刷するかなどの準備をします。
⑤の頁計は自動計算しますが、その下の合計は計算しませんので【計算】ボタンを
押します。

上の画面は月間表（11頁）の月間表の【代金回収】ボタンでも開きます。

②

①

③

④

⑤

（回収内訳欄）

あ

い
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11頁の「4か月間サイクル資金繰り表」で年月を指定入力して【実行】ボタンを
クリックすると下の画面が開きます。

この表の【年間表】ボタンをクリックすると
下の年間表の画面が開きます。

あ

い

「あ」の10～90の数値は収入欄の行順を
並べ替えるためのもので、50を21とし
て【並替え】ボタンを押すと50の行の
データは30の行に移動します。

「い」の数値は支出欄について行います。
期間スライド【◀】【▶】ボタンで1か
月づつ左右にスライドします。
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メインメニューの【中期5か年計画】ボタンはサブメニューを経由して下の画面を
開きます。

①
②

①の増減率、②の売上対比率に従って翌期

計画以降の計画欄を計算表示します。

②の「増減率」は①の「売上対比率」に優
先します。

「売上対比率」欄は【前期の】【当期の】

ボタンにより数値が表示されます。

「前期の売上以外の科目の売上対比率」や
「当期の売上以外の科目の売上対比率」を

計算表示します。

(この画面の下には営業キャッシュフロー表が

ありますが説明は省略します。)

上の表で算式設定セル
に上書きすると設定し
てある算式は失われま
すが「算式復旧」ボタ
ンで算式は復旧されま
す。
逆に上書きした数値は
「算式復旧」で計算値
に戻ってしまいます。
これを避けるには科目
名の左列のフラグ欄に
数値「 9 」を入力して
ください。



P17

メインメニューの【中期5か年計画】ボタンをクリックすると下のサブメニュー
画面が開きます。このサブメニューの【中期貸借対照表】ボタンで中期貸借対照
表の画面が開きます。

上の表の右側に次頁の表が続きます。
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[Ａ]の中期貸借対照表に[Ｂ]の経営分析表が続きます。
【実態分析】ボタンは次頁で説明します。

[Ａ]

[Ｂ]
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貸借対照表は不良債権などがあっても、除外せず作成します。その表を基に経営分
析しても正しい分析となりません。それを解決するために以下の画面があります。

[Ａ]

[Ｂ]

[Ｃ]

[Ａ]貸借対照表

[Ｂ]資産・負債・資本
の構成比

[Ｃ]財務分析表
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メインメニューの【セピア集計表】ボタンで下のサブメニューが開きますから、
いずれかのボタンをクリックしてください。

案件と頁数を入力してその行を選択状
態にして選択実行のボタンをクリック
すると求める集計表の画面が開きます。
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この集計表は売掛金の増加・減少、借入金の発生・返済、貸付金・仮払金・
未払等の増減・残高の管理などさまざまに使えます。総勘定元帳の記帳で複
雑煩瑣になった科目の補助元帳的な働きをします。

上段2行は増加、下段2行は減少です。
これを「2・2型集計表」と呼びます。
「増加」「減少」は「借方」「貸方」
などに変更できます。
「4・4型集計表」「3・3型集計表」
「3・6型集計表」「6・3型集計表」
「6・6型集計表」もあり、状況に応
じて使い分けてください。

【累計】【差額】ボタンで計算方式を切り替えます。
この表に金額を入力しても上部3行の各欄は計算し
ません。【計算】ボタンをクリックしてください。
【累計】【差額】ボタンでも上部3行を計算します。
なお、上部3行以外は常時、計算します。
【内訳画面】ボタンは上部3行の内訳を表示する画
面を開きます。
【4・4型に転向】ボタンで「2・2型集計表 」の全
データを「4・4型集計表 」に送ることができでき
ます。この逆は出来ません。
【順番変更 】ボタンでデータの表示行の位置を変
更できます。

この数字は印刷ではカットされます
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下の表は前頁の表の右側に続きます。

上の画面で説明します。
売上高の金額が入力されている行を選択状態にして①の【被乗行選択】ボ
タンをクリックします。
「あ」欄に仕入率を入力します。この画面では62（％）としました。

（この％は実行後に直ちに消去されます）
次に売上高に仕入率を乗じた仕入高を取込む行を選択状態にして
②の【乗算受入行】ボタンをクリックします。上の画面のように仕入高を
取込むことが出来ます。
仕入率は例示であり仕入率に限りません。また【乗算受入行】ボタンを
クリックすると用済みとなり消去されます。

あ

②

①
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10頁のサブメニューで【商品別計画】ボタンをクリックすると下の画面が
開きます。

⑤

①

③

②

④

上のリストから一つを選択し①の【リスト選択】ボタンをクリックする
と商品コードと商品名が②欄に表示されます。その上で③の【計画業務
に入る】ボタンで下の画面が開きます。⑤の【売上等一覧表】ボタンは
商品別・社員別等の売上計画を限界利益等を含め一覧表に表示します。

「あ」の「計画変動費率」欄に数値を手入力すると「計画利益」が計算表示さ
れますから、最下段に表示されている「予測利益」と比較してください。

あ



P24

前頁の商品別売上計画の図表は月額表ですが【累計グラフ】ボタンで
下の累計表示の図表となります。

［月額表示］

［累計表示］



P25

メインメニューの【販売計画】ボタンで
右のサブメニューが開きますから、該当
するボタンを押してください。

【差異計算】【累計計算】ボタンで
表示内容が変わります。

下の画面の項目である「目標」のセルを
選択状態にすると、ダウンリストが開き
ます。そのリストから、「計画」「予測」
「前期」を選択して変更できます。



P26

メインメニューの【グラフ図表】
ボタンで右のサブメニューが開
きます。【損益分岐点売上高】
ボタンで［Ａ］画面が、【資金
分岐点売上高】ボタンで［Ｂ］
画面が開きます。これとは別に
応用版の分岐点図表があります。

[Ｂ]

[Ａ]



P27

26頁のサブメニューの
【応用グラフ1】の図表です。

26頁のサブメニューの
【応用グラフ2】の図表です。



P28

26頁のサブメニューの【七期間推移図表】の図表です。

26頁のサブメニューの【応用グラフ（Ｚグラフ）】の図表です。



P29

メインメニューの【各種集計表】ボタンで
右のサブメニューが開きます。
【売上集計表】ボタンで［Ａ］画面が、
【仕入集計表】ボタンで［Ｂ］画面が、
【経費集計表】ボタンで［Ｃ］画面が
開きます。

[Ｃ]

[Ａ]

[Ｂ]



　メインメニューの【借入金返済計画】ボタンで下の画面が開きます。

P30

月末払いはチェックする

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
場合が多いです）

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更になった時は上
書きします。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。変更日以降分を別途、新たに作
表される事をお勧めします。

この表は銀行等へ借入申込する際に金額や
期間を事前に検討する時などに使います。

あ

い

う

①

②

このリストは案件毎に銀行名・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。

「案件リスト」の第2案件を消去するには「あ」欄に「2」を入力し、
①の【消去実行】ボタンをクリックします。「案件リスト」の第3
案件を第5案件に移動するには「い」欄に「3」を、「う」欄に「5」
を入力し②の【案件移動】ボタンをクリックします。
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