
福山地域中小企業支援センター 

４損益計画書、資金計画書を作成してみましょう 

損益計画書（初年度月次）、資金計画書（初年度月次）の作成 

 あなたの創業計画について具体的に金額を算出して、月次損益計画（初年度）

および月次資金計画（初年度）に記入してみましょう。既に業界での実績がある

方以外は、収益を算出するのは困難です。金額の不確定な箇所はおおよその額で

算定してみて、計画が具体的になってきた時点で、その都度修正していきましょ

う。 

 後日確認できるよう、算出根拠は余白にメモしておきましょう。 

  

イ、売上高の算出 

 業種によりおおむね以下の通りとなりますが、最も適した方法を選び、他の方法もあわせ

て検討してみましょう。同業者の経営指標を参考にしたり、地域事情や個別事情など多角的

に検討して売上予測をしてみてください。 

 

売上高の計算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�飲食店、理容業、美容業などサービス業関係業種  

  

 （算式）  客単価 × 設備単位数（席数）× 回転数 

 

（例１） 業種：理髪店 

・ 理髪椅子 ２台 

・ １日１台当たりの回転数 ４．５回転 

・ 客単価 ３，９５０円、月２５日稼動 

   売上予測（１ヶ月）＝３，９５０円×２台×４．５回転×２５日＝８８万円 
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�販売業で客単価が比較的に低く、来店客数が多い業種（コンビニエンスストアなど） 

 

 （算式） １㎡（または坪）当たりの売上高 × 売上面積 

 

（例２） 業種：コンビニエンスストア 

・ 売場面積 １００㎡ 

・ 1 ㎡当たりの売上高（月間）１５万円 

   （「中小企業の経営指標」による業界平均から算出） 

売上予測（１ヶ月）＝１５万円×１００㎡＝１，５００万円 

 

�販売業で客単価が比較的高く、来店客数が少ない業種（専門店など）  

 

  （算式） 購買客数  ×  客単価 

 

  （例３）業種：紳士用カバン販売 

・ 購買客数 4 人／１日 

・ 客単価 14,000 円 

・ 営業日数 25 日／月 

   売上予測（1 ヶ月）＝14,000 円×４人×25 日＝１４０万円 

 

�設備が直接売上に結びつき、設備単位当たりの生産能力がとらえやすい業種（部品製造業、

印刷業、運送業など） 

 

 （算式） 設備の生産能力 × 設備数 

 

（例４）業種：部品（ボルト）製造業 

・ 旋盤 ２台 

・ １台当たりの生産能力 １日（８時間稼動）当たり５００個 

・ 加工賃＠５０円、月２５日稼動 

売上予測（１ヶ月）＝５０円×５００個×２台×２５日＝１２５万円 

 

(5) 人件費と売上の関係が深い業種（自動車販売業、化粧品販売業、ビル清掃業など） 

 

 （算式） 従業者１人当たり売上高 × 従業員数 

 

（例５）業種：自動車小売業 

・ 旋盤 ３人 

・ 従業者１人当たりの売上高（月間） ３３８万円 

    （「小企業の経営指標」による業界平均から算出） 

売上予測（１ヶ月）＝３３８万円×３人＝１、０１４万円 
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ロ、売上原価について 

 売上原価とは、卸売業・小売業・サービス業の場合、売上高に対応する商品等の仕入高の

ことを指し、製造業の場合、製品の製造に直接かかった経費（材料費、工場の人件費、外注

費など）を指します。 

 売上原価は、一般的には「売上高×原価率」で求めます。原価率は業種や商品によって違いま

す。業界平均をもとにあなたの考えている販売戦略などを加味し、原価を求めてください。 

 

売上原価の計算 

 

 

 

 

 

 

 

売上原価計算例 

  「中小企業の経営指標」中小企業長編（同友館）より 

   中華料理店・その他の東洋料理の売上総利益率 ６４．４％ 

    売上高の約３５％を売上原価とする。 

    

 

ハ、経費 

 商品やサービスの販売、事業活動を維持するために支出される経費を算出します。損益計

画の中の「④経費」は⑤人件費から⑧その他経費までの合計額を記入してください。 

 

二、人件費 

 個人営業の場合、経費の中の人件費には事業主分を含めません。ただし事業主の家族の人

件費は含めます。 

  個人営業 ＝ 差引損益が事業主所得 

  法  人 ＝ 事業主報酬は人件費（役員報酬、役員賞与）となり、損益は法人所得 

人件費の計算 

 

 

 

 

 

人件費の計算例 

 従業員 ３名 平均給与 250 千円／1 人   750 千円 

 パート ５名～８名 月平均 150 千円／1 人  750 千円～1,200 千円 

 人件費月額 1,500 千円～2,000 千円 
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ホ、地代家賃 

 月々の家賃や駐車場賃借料を記入してください。敷金は返済される（経費にならない）の

で、⑯開業資金へ含めて下さい。 

 

へ、支払利息 

 1 ヶ月の支払利息を次のように計算して、⑦支払利息へ直接記入してください。 

 借入金が複数あり利率の異なる場合は個別に計算して合計してください 

 

 （算式） ⑲借入金残高 × 利率（年利） ÷ １２ヶ月  

  

ト、その他経費 

 以下の項目を参考におおまかな発生経費を予想してみてください。 

　　金額単位／千円

項　　目 金　　額 内　　　　　　　容

旅費交通費 出張費、通勤費
通信費 電話代、郵便代
水道光熱費 電気・ガス・水道代

宣伝広告費 広告掲載、ダイレクトメール
接待交際費 飲食代など
減価償却費 注：１　参照

保険料 建物保険、営業保険
リース料 複写機、パソコンなど
修繕費 建物、機械修理

租税公課 固定資産税、印紙代
消耗品費 事務用品他
その他

合　　計  

注１：減価償却費 

工場や店舗など建物の購入、機械設備の購入など大規模な設備投資をする場合は減価償却費を

計算してみましょう。減価償却費は資産の減耗分を計算して、経費として処理するもので、以下

の計算方法となります。 

また減価償却費は経費として計算されますが、資金の支出は伴いませんので、⑧その他経費の

中へ減価償却費を含めた場合は、含まれた金額だけ当月資金収支をプラスしてください。 

（計算例） 

    鉄骨スレートの工場を１０、０００千円で購入。 

    耐用年数：２０年（耐用年数は物件によって異なります） 

    残存価格：１０％ 

    償却方法：定額法 

     １０、０００×０．９（１－０．１）÷２０年＝４５０千円／年間 
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チ、自己資金 

 事業に投入することのできる預貯金、退職金などの自己資金を記入してください。合計額

を資金計画の⑩自己資金の開業前の欄に記入してください。 

 

自己資金の内訳 

 

 

 

 

リ、株式発行 

 友人、ベンチャーキャピタル、政府系金融機関などから出資金を受入れる予定のある人は、

その合計額を資金計画の⑪株式発行の開業前の欄に記入してください。 

 

 

ヌ、借入金 

 借入金の金額を記入してください。複数ある場合は、個別に分けて管理してください。 

開業前の借入額は⑫借入金の開業前の欄に記入してください。 

 

借入金                            金額単位／千円 

借入金 制度・使途 借入元金 返済額／月 利率 返済条件 

      

      

      

合  計      

 

借入金の記入例 

金額単位／千円

借　入　先 制度・使途 借入元金 返済額／月 利　率 返 済 条 件

国民金融公庫 新規開業貸付 10,000 167 1.55% ○年12月より毎月　最終○年11月

合　　計 10,000 167  
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ル、設備投資 

 お店の改装、自動車、機械、などの設備を購入する場合に記入してください。合計額を資

金計画の⑬設備投資の開業前の欄に記入してください。 

金額／千円 

物 件 名 金額 導入時期 資金調達 

    

    

    

    

合  計    

 

設備投資記入例                            金額／千円 

物件名 投資金額 導入時期 資金調達 

店舗改装工事一式 8,000 ○年 12 月 公庫借入 

    

合  計    

 

ヲ、開業資金 

 設備投資以外の開業までの必要資金を計算してみましょう。主に以下のものが考えられます。 

 小売業・・・開店時の在庫にかかわる仕入資金。敷金。 

 飲食業・・・グラス、食器などの備品、調味料などの消耗品。敷金。 

 製造業・・・製品在庫、仕掛品投入金額。（最初の売上入金までに支出される、製造或い 

は仕掛品に対する資金額）製造開始までに必要な消耗工具、消耗材料費。 

金額／千円 

 内  訳 数  量 金  額 支払時期 

敷金     

在庫資金     

製品・仕掛品     

備品     

消耗品     

     

合  計     

  

 開業資金の計算例 

金額／千円

内　　　　訳 数　　量 金　　　額 支払時期
敷金 ３ヶ月分 3,000 １２月
在庫資金 開店時材料費 300 １２月
製品・仕掛品
備品 食器、店内備品 一式 1,400 １２月
消耗品 調味料他 100 １２月

合　　　計 4,800  


