
業績見通し

業績見通し（2018年7月）

業績見通しは、年間の決算見通しのうち実績が確定している期間について実績値に置き換えた上で、当期の決算見通し

をより実態に近い形で表したレポートになります。

一般的に当初の決算予測による年間見通しは、期間が進むにつれて実績との差が生じてきますので、毎月この業績見通

しで売上や費用、利益の実績＋予測を確認することで、業績の将来予測の精度を向上させることができます。

レポートの解説

各勘定科目ごとに「実績」には実績の会計データ、「決算予測」にはManageboardに登録した決算予測データが表示さ

れています。

実績 予測 実績＋予測

サンプル



業績総括表

業績総括表（2018年7月）

業績総括表は、毎月の会計実績を前期同月や決算予測などのデータと比較することで当月の会計実績の進捗を把握でき

るレポートになります。レポートは売上高合計や段階損益のくくりで表示されます。

また、実績月までの累計額を比較したいときは、「実績月までの合計」欄をみることによって期初から実績月までの合

計額で比較することができます。

レポートの解説

損益計算書の区分ごとに「実績」には実績の会計データ、「予測」の欄には前期同月や決算予測などのデータが表示され、

差額の欄には実績と予測の差額が表示されます。

分析月の設定により、分析月の前後1か月が表示されます。

また、表の右端には期初から実績月までの累計額が表示されます。

サンプル

実績予測 差額

分析月の単月

実績予測 差額

実績月までの累計



業績分析表

業績分析表（2018年7月）

業績総括表は、毎月の会計実績を前期同月や決算予測などのデータと比較することで当月の会計実績の進捗を把握でき

るレポートになります。レポートは勘定科目単位で表示されます。

また、実績月までの累計額を比較したいときは、「実績月までの合計」欄をみることによって期初から実績月までの合

計額で比較することができます

レポートの解説

勘定科目単位で「実績」には実績の会計データ、「予測」の欄には前期同月や決算予測などのデータが表示され、差額の

欄には実績と予測の差額が表示されます。

分析月の設定により、分析月の前後1か月が表示されます。

また、表の右端には期初から実績月までの累計額が表示されます。

サンプル

実績予測 差額

分析月の単月

実績予測 差額

実績月までの累計



財務サマリー

財務サマリー（2018年7月）

財務サマリーは、過去5期間までの決算や財務指標の推移を把握することができるレポートになります。

貸借対照表、損益計算書の他、変動損益計算書や損益分岐点売上等の財務指標も確認することができます。

項目 計算式 説明

損益分岐点売上 固定費÷限界利益率 固定費と同額の粗利益を稼ぐ（＝損益がゼロとなる）ために
必要となる売上高の水準を把握し、経営の安全性を確認する
ための指標である。

労働分配率 人件費÷売上総利益×100 稼いだ付加価値（売上総利益）がどの程度人件費として配分
されたかを示している。労働集約的な業種や給与水準が高い
場合は労働分配率が高くなる傾向がある。

自己資本比率 資本合計÷総資本×100 総資産における返済不要の自己資本の割合を示す指標であり、
経営の安定性を表している。自己資本比率が高いほど経営は
安定し倒産しにくい会社となる。

債務償還年数 有利子負債÷償却前当期純利益 有利子負債の返済にかかる年数を示す指標であり、企業の返
済能力を表している。金融機関にとって、融資先となる企業
が全額返済に至るまでの期間を計る重要な指標である。

売上高増加率 ( 当期売上高－前期売上高 ) ÷前期売上高 会社の成長性を示す指標である。売上高増加率が高いほど事
業規模が成長している会社となる。

営業利益率 営業利益÷売上高合計×100 売上高に対する営業利益の割合を示す指標であり、企業が本
業の利益を稼ぐ力や営業効率を表している。売上
高営業利益率が高いほど収益性の高い会社となる。

営業運転資本回転期間 運転資本÷売上高合計×100 事業を行うために月平均売上高の何か月分の資金が必要であ
るかを示す指標であり、営業運転資本回転期間が短い会社は
資金効率の良い会社となる。

財務サマリーで把握できる財務指標



変動損益計算書

変動損益計算書（2018年7月）

変動損益計算書は、損益計算書の費用を「変動費」と「固定費」に分けて、限界利益と固定費を表示するレポ―トです。

変動損益計算書は変動費と固定費が分けて表示されることから、試算表とは別の切り口で費用構成がわかるとともに、

粗利益を表す限界利益の状況がわかるため、事業の利益構造がわかりやすくなります。

レポートの活用ポイント

変動損益計算書については、以下のポイントを中心にご覧ください。

• 変動費・・・売上の増減によって変動する費用

• 固定費・・・売上の増減に関係なく発生する費用

• 限界利益・・・売上から変動費だけを差し引いて計算される利益（商品を一つ販売するごとに増える粗利益）

限界利益率 • 当月実績が年間平均と比較して大きく乖離していないか？
• 毎月の限界利益率に大きな変動がないか？
• 前期平均と当期平均に大きな差がないか？

固定費総額 • 月額固定費の総額を把握する。
• 固定費に大きな変動がないか？変動がある場合にはその理由は何か？

固定費の各勘定科目 • 毎月売上に応じて変動している勘定科目はないか？
• 変動費とすべきものが固定費となっていないか？



損益分岐点分析

損益分岐点分析（2018年7月）

損益分岐点分析とは、固定費と同額の粗利益を稼ぐ（＝損益がゼロとなる）ために必要となる損益分岐点売上高の水準を

把握し、経営の安全性を確認するためのレポートになります。

固定費とは、正社員の人件費や家賃、リース代など売上の増減にかかわらず一定額発生する費用であり、利益を出すため

には、少なくても固定費よりも大きな限界利益（＝売上高ー変動費）を稼ぐ必要があります。どれくらいの売上があれば

最低限必要な固定費を回収できる限界利益を稼ぐことができるかどうかを教えてくれるのが損益分岐点分析です。

損益分岐点売上高は以下の計算式から求められます。

売上高が損益分岐点売上高を上回れば上回るほど経営の安全性が高いということができます。

レポートの活用ポイント

損益分岐点分析については、以下のポイントを中心にご覧ください。

売上高（＝棒グラフ）と損
益分岐点売上高（＝折れ線
グラフ）との関係

• 売上高が損益分岐点売上高よりも大きい場合は、経営の安全性が高い。
• 売上高が損益分岐点売上高よりも小さい場合は、経営の安全性が低い。

損益分岐点売上高の動き • 限界利益率に著しい変動はないか？（変動がある場合は1か月だけではなく、3か月、6

か月、1年平均も確認してみる）
• 大きな動きがある場合にはその理由を確認する。一般的に大きな変動の理由としては、
スポット売上、値引き、大ロットでの仕入（月次棚卸がない場合）、原価高騰又は低
減、大きな固定費の発生などが考えられる。

損益分岐点売上高 = 固定費÷限界利益率



レポートの解説

損益分岐点分析のグラフは売上高、損益分岐点売上高に分かれています。

それぞれ月次で表示されており、売上高は試算表の売上高の金額となっています。損益分岐点売上高は単月だけで計算す

ると大きく変動するため、1か月、3か月、6か月、1年の平均も計算することができます。事業構造上、損益分岐点売上高

の変動が大きい場合は、損益分岐点売上高の計算期間（ 1か月、3か月、6か月、1年）を変更してみましょう。

損益分岐点分析（2018年7月）

サンプル

損益分岐点売上高
の変動の理由

売上高（棒グラフ）が損益分岐
点売上高（折れ線グラフ）を上
回っていたら経営安全性が高い



限界利益分析

限界利益分析（2018年7月）

限界利益分析とは、売上高から変動費のみを差し引いた粗利益である限界利益や、売上高に対する限界利益の割合である

限界利益率の水準を把握し、事業の採算を確認するためのレポートになります。

限界利益、限界利益率は以下の計算式から求められます。

限界利益は事業上必要となる固定費（正社員の人件費や家賃など）を回収するために必要となる事業の源泉となる利益で

あり、事業の採算や安定性を判断するための重要な指標となります。

レポートの活用ポイント

限界利益分析については、以下のポイントを中心にご覧ください。

グラフの見方 • 限界利益率の水準が、想定していた水準と比べてどのようになっているか？
• 限界利益率の動向が下降トレンドの場合は、何らかの要因で利益率が悪化しているため、
対策を検討する。
• 販売価格の見直し
• 値引きの抑制や割引クーポンを減らす
• 仕入れ価格の交渉
• 変動費項目の値下げ交渉、価格の見直し

限界利益率に大きな変動があ
る場合

• 限界利益率に変動がある場合は1か月だけではなく、3か月、6か月、1年平均も確認して
みる）

• 大きな動きがある場合にはその理由を確認する。一般的に大きな変動の理由としては、
スポット売上、値引き、大ロットでの仕入（月次棚卸がない場合）、原価高騰又は低減、
大きな固定費の発生などが考えられる。

• 限界利益 = 売上高ー変動費

• 限界利益率 = 限界利益÷売上高



レポートの解説

限界利益分析のグラフは限界利益、限界利益率に分かれています。

それぞれ月次で表示されており、限界利益は売上高から変動費のみを差し引いた利益の金額であり、試算表には出てきませ

ん。限界利益率は単月だけで計算すると大きく変動するため、1か月、3か月、6か月、1年の平均を計算することができま

す。事業構造上、限界利益率の変動が大きい場合は、計算期間（ 1か月、3か月、6か月、1年）を変更してみましょう。

限界利益分析（2018年7月）

サンプル

限界利益率に大きな変動
がないか？

限界利益率の水準が十分高いか？
下落傾向にないか？



損益構造図

損益構造図（2018年7月）

損益構造図とは、損益計算書の構造を分解して可視化したものであり、売上や費用、利益の大きさを図でわかりやすく表

現したレポートとなります。

サンプル

売上に対して発生する変動
費の大きさはこれくらい

固定費はそれぞれ
これくらい発生している

減価償却を控除する前の営業利
益（≒営業キャッシュフロー）
はこれくらい稼いでいる。

売上から全ての費用を
差し引いた当期純利益
の大きさはこれくらい

レポートの解説

損益構造図は以下のようなポイントを確認してください。



売上高月次推移

売上高月次推移（2018年7月）

売上高月次推移とは、月次売上高の推移を確認するためのレポートになります。

レポートの活用ポイント

売上高月次推移については、以下のポイントを中心にご覧ください。

グラフ ・勘定科目ごとの積み上げグラフとなっている
・最大で過去2期間の月次売上が表示される
・グラフの見出し部分の勘定科目名をクリックすると、グラフの表示、非表示を切り替えることが
できる。全体の売上をみたあと、勘定科目ごとの売上をみる

コメント ・過去実績と比較してコメントが自動的に付される。ただし、勘定科目ごとの分析ではなく、あく
まで売上全体に対するコメントになっている。

サンプル 過去の売上の月次推移から
売上の成長や安定度を把握

売上の季節性を把握し、季節変動に
よるリスク分散の可能性を検討する



売上高推移比較

売上高推移比較（2018年7月）

売上高推移比較とは、月ごとの売上について当期、前期、前々期を比較するためにレポートとなります。

レポートの活用ポイント

売上月次推移については、以下のポイントを中心にご覧ください。

グラフ • 当期、前期、前々期の3期を比較することができます。
• 売上高について季節要因がある場合にも前期、前々期と比較することで売上の成長度を把握す
ることができます。

期中平均 ・該当月までの平均値
・前期、前々期とも比較する

期中累計 ・該当月までの累計値
・前期、前々期とも比較する

サンプル

過去３期の月次売上を
比較できます

• 単月売上・・・月次売上
• 期中平均・・・当期の月次売上の平均額
• 期中累計・・・当期の月次売上の累計額



売上高移動年計表

売上高移動年計表（2018年7月）

売上高移動年計表とは、その月の売上に過去11ヵ月分の売上を加算した直近1年分の平均額や合計額を月毎に表示したレポートで

す。

移動年計表を見れば売上の直近12か月の平均額や合計額として表示されるため、季節要因や月次のブレを排除した上での売上ト

レンドを把握することができます。

売上の移動年計グラフが右肩上がりとなっていれば、事業が成長していることを表していますし、右肩下がりとなっていれば、

事業が縮小していることを表しています。

レポートの活用ポイント

売上移動年計グラフの見方については、以下のポイントを中心にご覧ください。

サンプル

前期は右肩上がりなの
で売上規模が拡大傾向

当期は右肩下がりなの
で売上規模が縮小傾向



コスト構造分析

コスト構造分析（2018年7月）

コスト構造分析とは、売上原価と販管費の別に、変動費と固定費に分けて月次で表示したレポートです。

事業に要する費用には変動費と固定費があります。変動費は売上がなくなったら発生しない費用ですが、固定費は売上がなく

なっても発生する費用です。固定費は正社員の給与や家賃など事業を行う上で必要な費用ですが、売上が減少しても発生するた

め、固定費が多くなれば赤字リスク、資金ショートのリスクが高くなり、ひいては倒産リスクを高めてしまいます。

したがって、コスト構造をしっかり把握し固定費水準をコントロールすることが経営の安定性を高めるためには重要となります。

レポートの活用ポイント

コスト構造分析のグラフの見方については、以下のポイントを中心にご覧ください。

サンプル
変動費率はどのような
推移になっているか？

販管費の固定費
水準はほぼ一定



重点コスト分析

重点コスト分析（2018年7月）

重点コスト分析は、重点コストとして選択した費用を売上高と対比して推移が把握できるレポートになります。

会社によって事業上管理すべき費用は異なりますが、通常は以下のような費用を選択します。

レポートの活用ポイント

重点コスト分析のグラフの見方については、以下のポイントを中心にご覧ください。

• 金額が大きい費用

• 事業を成長させる上で重要な費用

• 管理しておくべき費用

サンプル
売上に対する重点コストの比率が
どのように推移しているか？

重点コストの金額は
どのように推移しているか？

棒グラフは金額、折れ線グラフは
売上に対する比率を表している



CF損益

CF損益（2018年7月）

CF損益は、損益計算書をベースに必要最低限の項目を調整することで、損益計算書とキャッシュフローのつながりを把握するレ

ポートになります。

損益計算書とキャッシュフローの関係

損益計算書の売上や費用の中にはその会計期間に入金や支払がないものもあります。

CF損益では、損益計算書をスタートにキャッシュフローに関係しない大きな項目（減価償却費や財務・投資項目）のみを調整し

て簡便的にキャッシュフローを算定するためのレポートです。

あくまで減価償却費など調整対象とした項目のみの調整であるため、実際のキャッシュフローとは差が生じることもある点、

ご留意ください。

売上

費用

利益

支出

減価償却
（支払なし）

簡易的な
キャッシュ
フロー

財務・投資
（返済・支払）

損益計算書 調整項目



CF損益（2018年7月）

レポートの活用ポイント

CF損益のグラフの見方については、以下のポイントを中心にご覧ください。

サンプル

損益計算書

投資・財務情報

損益計算書の「当期純利益」に
「減価償却費」を足した「償却前利益」

がここに表示される。

借入金の返済や資産の購入などの投資・
財務にかかるキャッシュフローを登録し

ておけば、ここで調整される。



業種比較分析

業種比較分析（2018年7月）

業種比較分析は、中小企業庁が公表している中小企業実態基本調査のデータをもとに業種ごとの財務指標を算定し、自社の財務

指標と比較できるレポートになります。

中小企業実態基本調査は、中小企業基本法に基づいて中小企業全般に共通する財務情報、経営情報及び設備投資動向等を把握す

ることを目的に中小企業庁が毎年実施している調査です。

業種比較分析では、中小企業実態基本調査の結果から各産業分類別に財務指標を算定したものを提供しています。

項目 計算式 説明

労働分配率 人件費÷売上総利益×100 稼いだ付加価値（売上総利益）がどの程度人件費として配分
されたかを示している。労働集約的な業種や給与水準が高い
場合は労働分配率が高くなる傾向がある。

自己資本比率 資本合計÷総資本×100 総資産における返済不要の自己資本の割合を示す指標であり、
経営の安定性を表している。自己資本比率が高いほど経営は
安定し倒産しにくい会社となる。

債務償還年数 有利子負債÷償却前当期純利益 有利子負債の返済にかかる年数を示す指標であり、企業の返
済能力を表している。金融機関にとって、融資先となる企業
が全額返済に至るまでの期間を計る重要な指標である。

営業利益率 営業利益÷売上高合計×100 売上高に対する営業利益の割合を示す指標であり、企業が本
業の利益を稼ぐ力や営業効率を表している。売上
高営業利益率が高いほど収益性の高い会社となる。

業種比較分析で把握できる財務指標
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資産負債増減表は、期首から当月までの貸借対照表に計上されている資産・負債の増減を把握できるレポートになります。

事業をしていく上で、売上や利益を増やしていくことと同じくらい重要な財務上のポイントは現金・預金を増やしていくことや

優良な資産を増やしていくことです。また、借入金などの負債項目を減らしていくことも同じように重要です。

資産負債増減表を見ることで、資産負債の内訳である、現金・預金や棚卸資産、借入金などの増減を把握することができるよう

になります。

資産負債増減表のポイント

現金及び預金 • 期首から当月までのどの程度の現金、預金が増えたか（減ったか）を把握することがで
きる。

棚卸資産 • 期首から期末までの在庫の動きを把握することができる。

短期借入金、長期借入金 • 期首から当月までの借入金の変遷を把握し、今後の追加借り入れ、借り換え等を検討す
る。

利益剰余金 • 期首から当月までどの程度の利益を積み上げることができたかを把握することができる。
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信用リスク分析は、財務状況を「安定性」「収益性」「成長性」「安全性」「規模」の５つの観点から分析できる財務指標から

ウェイト付けしたスコア化したレポートです。

財務指標を分析することで、財務と収益など様々なバランスから構成される安定性や、事業の利益状況から把握できる収益性、

事業規模が拡大し発展する可能性である成長性、資金状況などから倒産リスクを図る安全性など経営に関する様々な情報を読み

取ることができます。

また、金融機関は、業歴や経営者の資質、技術力、ブランドや従業員などの定性評価のほか、財務指標から判断される定量評価

の両面から融資判断を行なっているため、自社の財務指標を総合的に把握しておくことが経営上重要となります。

指標 指標の意味

安定性

自己資本比率
総資産における返済不要の自己資本の割合を示す指標であり、経営の安定性を表している。自己
資本比率が高いほど経営は安定し倒産しにくい会社となる。

流動比率
流動負債に対する流動資産の割合を示す指標であり、企業の短期的な支払能力を表している。流
動比率が高いほど企業の支払能力が大きく安定性が高い会社となる。

経営安全率
利益がゼロになるまでの余裕度を示す指標であり、赤字への抵抗力を表している。経営安全性が
高いほど赤字に陥るまでの余裕も大きくなり、経営安定度が高くなる。

収益性

営業利益率
売上高に対する営業利益の割合を示す指標であり、企業が本業の利益を稼ぐ力や営業効率を表し
ている。売上高営業利益率が高いほど収益性の高い会社となる。

総資本経常利益率
総資本に対する経常利益の割合を示す指標である。総資本経常利益率が高いほど効率的に投下資
本を活用できている会社となる。

信用リスク分析で把握できる財務指標

信用リスク分析では以下の財務指標を把握することができます。
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指標 指標の意味

成長性

売上高増加率 会社の成長性を示す指標である。売上高増加率が高いほど事業規模が成長している会社となる。

営業利益増加率
本業の営業活動で稼ぎ出した利益である営業利益の増加率を表している。営業利益増加率が高け
れば本業での収益が成長している会社となる。

安全性

債務償還年数
有利子負債の返済にかかる年数を示す指標であり、企業の返済能力を表している。金融機関に
とって、融資先となる企業が全額返済に至るまでの期間を計る重要な指標である。

インタレスト・カバレッジ・レシオ
金利負担能力を知るための指標であり、企業の信用力を表している。インタレスト・カバレッ
ジ・レシオの倍率が高いほど金融機関にとって安全な会社となる。

規模

売上高合計 売上高の合計金額である。

総資産額 資産の合計金額である。

キャッシュフロー額 営業利益から簡易的に計算されるキャッシュフロー（償却前営業利益）である。


