
※詳細、お申し込みは

❻役員報酬が確保できるか？

 目標経常利益を決めて、売上高の伸び、限界利益率、給与、人員を決めた場合、役員報酬が希望額に届かない場合があります。赤

字をなくして利益を確保し、かつ役員報酬を維持するための経営課題を抽出し、具体的な行動計画にまで結びつけましょう。
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事業発展を目指す経営者のための

成り行き経営のままでいいの？

❶目標とする経常利益は？

 目標とする経常利益を決める目安の一つとして、最低限確保しなけれ

の年間返済額」や定期積金などの「年間の預金積立

きます。

                       

❷売上高の伸びは？

 次に、目標とする経常利益を確保するには、どれだけの売上が必要か（何％伸ばさなければならないか）、それが実現可能かどう

かを検討しながら、売上を伸ばすための具体策を考えていきます。

❸限界利益率（粗利益率）を確保できるか？

売上が伸びても、限界利益率が低下すると利益は減少します。目標利益を確保するには、限界利益率の確保が必要になります。

均単価を上げる、既存商品の販売

❹従業員の給与・賞与の伸びは？

 給与・賞与をアップさせる予定であれば、その分の利益を確保しなければなりません。人件費の伸びは、限界利益率の伸びの範囲

に抑えます。

❺期末の人数は？

 期中に従業員の増員の予定があれば、その人件費分も稼がなければなりません。

【不動産等の譲渡・贈与の相談日】

【その他税金の一般的な相談日】

【場所】ベイヒルズ税理士法人
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を勝ち抜く中期経営計画を策定せよ』
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